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～災害時の備え～
　地震や津波、豪雨被害など、各地でさまざまな災害が頻発しています。災害は、いつ発生す
るか分かりません。区では年に２回程度、総合防災訓練を実施しています。いざという時に備え
るために参加してみませんか。
区役所危機管理担当☎044-201-3327 044-201-3209

　川崎ブレイブサンダースのホーム
ゲームを無料で観戦できます。
日時　❶3月22日㈬19時5分開始
　　　❷3月25日㈯18時5分開始
　　　❸3月26日㈰16時5分開始
試合　❶富山グラウジーズ戦
　　　❷❸茨城ロボッツ戦
場所　とどろきアリーナ　定員　各20人
申込期間　2月28日まで
申し込み方法　申し込みフォームで川崎ブレイブサンダース。［抽選］

区役所地域振興課☎044-201-3231 044-201-3209

野球場を一般開放します！
～思いっきりボール遊びを楽しもう～

川崎ブレイブサンダース区民招待

　小学生とその保護者を対象に区内の野球
場を無料で開放します。キャッチボールやサッ
カーなどができますので、ぜひお気に入りの
ボールなどを持って球場へお越しください。
日時　2月22日、3月8日、22日の水曜、
　　　13時～16時
場所　大師球場、桜川球場、小田球場
※未就学児は入場できません。バットやボールはプラスチック製などの軟らかいものに
限るほか、周囲への危険が生じるものは使用禁止です。

大師公園管理事務所☎044-276-0050、区役所道路公園センター
044-246-4909

▲過去の一般開放の様子

▲訓練の様子

※周辺町内会：姥ヶ森、扇町、浜町2丁目、東鋼親和会など
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▲申し込み
フォーム

富士通スタジアム川崎でも
防災イベントを開催します！

訓練当日は、周辺町内会※対象の津波避難
訓練や防災演習なども行う予定です

　市の広域避難場所である同施設で、
災害時に役立つ知識や適切な行動を、
さまざまなブースで楽しみながら学び
体験できるイベントを開催します。
詳細は施設HPで。

富士通スタジアム川崎
☎044-276-9133 044-276-9144

時間　14時～17時
場所　富士通スタジアム川崎

時間　10時～11時10分
場所　臨港中学校
　　　（雨天時は一部内容を変更して実施）

▶施設HP

2
12
日

誰でも
参加できます！

※見学はどなたでも可能です

という時のためにいざっ！！いざっ！！

区総合防災訓練
ブース① 地震体験訓練

　起震車に乗って
大きな地震の揺れ
を体験することが
できます。

ブース④ ちびっこ消防服体験＆消防車両展示

　子どもたちが消防服
を着て写真撮影ができ
ます。また、消防車両
を見ることができます。

ブース② 煙体験訓練
　火災によって発
生した煙を体験す
ることができます。

ブース⑤ 土のう積み訓練
　水害を防ぐため
の土のうの積み方
を学びます。

ブース③ 初期消火訓練
　実際に火を使っ
て消火器の使い方
を学びます。

3
5日

　津波警報の発表を防災行政無線や広報車などで
伝え、指定された津波避難施設へ歩いて避難します。

時間　8時半～9時50分
●川崎市津波避難訓練・防災講座

　町内会による消火訓練（バケツリレー）や臨港消防
署特別高度救助隊による救助演習を行います。

時間　11時10分～11時40分（雨天中止）
●防災演習

他にも心肺蘇生法訓練や他にも心肺蘇生法訓練や
応急給水訓練などの応急給水訓練などの
ブースがあります。ブースがあります。

©KAWASAKI FRONTALE
川崎フロンターレ
マスコット「ふろん太」

川崎区は令和4年4月に区制50周年を、東海道川崎宿は令和5年に起立400年を迎えました！
122023

2かわさき区

000，000人 000，000世帯（平成29年8月1日現在）
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住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（かわさき きたテラス：アトレ川崎３階）へ。平日7時半～19時。土・日曜、祝日9時～17時 ☎044-244-1371

＊川崎授産学園
〒210-8570

☎044-201-3127 044-201-3209
61tisin@city.kawasaki.jp

区役所地域振興課

かわさき区ビオラコンサート
(出張コンサートin大師支所)

　心に響くバリトンの歌声をお届けし
ます。出演：飯田研良（バリトン）、飯
田典子（ピアノ）。 3月1日㈬12時
10分～12時50分 大師支所2階会
議 室 30人 2月15日から電 話、
FAX、メールで。［先着順］
おむすびレシピコンテスト募集

　おむすびレシピを募集しています。
詳細は区HPで。 2月24
日（必着）までにメールか郵
送で。［選考］

＊川崎授産学園
☎044-233-6361 044-244-2347

教育文化会館

家事力上昇！ゆとりある暮らしづくり
　料理や整理整頓など「ちょっと面
倒くさい」家事のコツを学び、家族
との暮らしを豊かにしましょう。 3
月4日、18日、25日の土曜、10時
～12時、全3回 同施設 10人
500円 2月15日13時から電話か
区HPで。［先着順］ 
世界記録に挑戦！
みんなでインドアプレーン

　ゴムの力で飛ばす模型飛行機の滞
空時間を競う「インドアプレーン」に挑
戦します。講師：木原一正氏（同競技
世界記録保持者）。 3月19日㈰10
時～12時 同施設 10組（小学2年
生以下は保護者同伴） 1機500円
2月19日10時から電話で。［先着順］
教文まつり

　同施設で活動しているサークルが
日頃の活動成果を発表します。❶【演
技部門】コーラス、フラダンス、朗読、
オカリナの発表、❷【展示部門】書道・
俳句・写真の作品展示、❸お抹茶席。

❶2月26日㈰13時～15時（受け付
け13時）、❷2月7日～28日（20日を
除く）、9時～21時（7日は14時半か
ら、28日は10時まで）、❸2月22日
㈬13時～15時（受け付け13時） 同
施設❶6階大会議室❷1階ガラスケー
ス❸5階茶華道室 ❶当日先着100
人❸当日先着5人。

＊川崎授産学園
☎044-266-3550 044-266-3554

プラザ大師

HOT！するカフェだいし
　温かい飲み物を飲みながらほっと
するひとときを楽しみませんか。 2
月17日㈮14時～16時 同施設実習
室 100円。

＊川崎授産学園
☎044-333-9120 044-333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　フィンランド発のスポーツ「モルッ

ク」を体験します。 3月3日㈮10時
～12時（開場9時半） 同施設 20
人 2月16日10時から電話かFAX
で。［先着順］
まちの音楽家たちのミニ・コンサート

　同施設初登場の「たっくやまだ・まさ
ひろ」によるピアノと歌のコンサート
です。 3月19日㈰14時～15時（開
場13時半） 同施設 50人 3月7
日10時から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-200-2023 044-200-3800

市民文化局区政推進課

支所TIMES第4号を発行しました！
　7年1月から変更になる区役所と支
所の窓口体制の内容や、新しく誕生
する大師・田島地区の拠点について話
し合った意見交換会の様子を掲載し
ています。市HPに掲載す
るほか、区役所や支所など
で配布しています。

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4

☎044-280-7321 044-280-7314

東海道かわさき宿交流館

川崎ミニガイドパネル展
　市の名所や穴場スポットを紹介しま

す。 3月5日～4月23日（月曜を除
く）、9時～17時 同施設3階企画展
示室。
お昼の落語

　伝統的な話芸をお楽しみください。
出演:金原亭馬久（二ツ目）、三遊亭ま
んと（前座）。 3月8日㈬14時 同
施設4階 100人 2月22日（必着）
までに往復ハガキで。［抽選］

＊川崎授産学園
〒210-0026堤根34-15

☎044-233-5592 044-221-5031

かわさき老人福祉・地域交流センター

春のつどいとデジタル体験
　春のつどいは同センター利用団体な
どの踊りの発表や作品の展示。デジタ
ル体験は絵に描いたキャラクターを自分
の体で動かすことができます。 2月15
日㈬10時～15時半 同センター。
ストレスマネジメント講演会

　講師：荒木乳根子氏（田園調布学園
大学名誉教授）。 3月16日㈭13時
半～14時半 同センター 30人
2月15日から電話か直接。［先着順］。
※筆記用具、中履き、外履きを入れ
る袋を持参してください。

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

「かわさき区子育てフェスタ」実行委員募集 

カルッツかわさきスポーツ・文化教室参加者募集 

（会場は区役所5階）3月の健診案内地域みまもり
支援センター

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査 7日㈫

8時45分
~

9時45分

匿名で受けられます。
感染の可能性がある
ときから３カ月経過
した10人

無料

2月21日から
電話で区役所衛生課
☎044-201-3204

044-201-3291
［先着順］

　子育て情報発信と交流の場となる「5年度かわさき区子育てフェスタ」
（10月28日㈯開催予定）の企画、運営などを行う実行委員を募集します。
資格　20歳以上（4月1日時点）で、次のいずれかを満たす人
　　　・区内在住1年以上で子育て支援に関わる活動を行っている。
　　　・区内で子育て支援に関わる活動を3年以上行っている。
※市付属機関委員や市職員は応募できません。
募集人数　2人
実行委員会　全3回予定（第1回は5月下旬予定）。委員会中の保育あり

2月28日（必着）までに住所、氏名・ふりがな、生年月日、電話番号、
職業、職歴、子育て支援活動経験、応募理由を記入（書式自由）し直接
か郵送で〒210-8570区役所地域ケア推進課☎044-201-3203 044-
201-3293 ［選考］

　4月からの参加者を募集します。詳細は区役所などで配布中のチラシ
か同施設HPで。
回数　各10回　参加料　各9,000円

3月12日（必着）までに市版6面の必要事項と性別を記入
し往復ハガキで〒210-0011富士見1-1-4カルッツかわさき☎
044-222-5211 044-222-5122 ［抽選］

教室名 初回日程 時間 対象・定員
キッズバレエ 4月4日㈫ 16時～17時 年少～年長20人

ジュニアバレエ 4月4日㈫ 17時15分～　　
　　　18時15分 小学1～4年生20人

アロマヨーガ 4月6日㈭ 9時20分～　　
　　　10時20分 高校生以上25人

ボディケア 4月6日㈭ 11時40分～　　
　　　12時40分 高校生以上25人

▲施設HP

かわさき吹奏楽まつり
　今年の最新課題曲から往年の自由曲、小編成までを演奏します。
日時　5月20日㈯15時～17時（開場14時）
場所　カルッツかわさき ホール
出演　大井剛史、東京佼成ウインドオーケストラ
チケット料金　4,000円（18歳以下は2,000円）
定員　1,500人

2月25日から直接、電話、HPでカルッツかわさき
☎044-222-5223 044-222-5122 ［先着順］ ▶施設

　HP

▲東京佼成ウインド
オーケストラ

　まちの人に聞いた川崎宿での思い出や、川崎宿起
立400年を記念した取り組みなどを連載で紹介します。

わたしと川崎宿連載
（第二回）

※本連載期間中は「発見!まちのひろば」は休載します。

　「東海道川崎宿２０２３」は、平成16年から川崎宿起立４００年に向けて活
動している市民団体です。行政と協力し、東海道沿いの浮世絵マンホー
ルや浮世絵トランスボックスの設置、東海道川崎宿2023まつり開催など、
地域を盛り上げるための活動をいろいろとしてきました。最初は東海道や
川崎宿を知っている人も少なかったのですが、少しずつ理解していただ
き、ここまでくることができました。いよいよ起立400年を迎える年、引
き続き盛り上げていきたいと思います。

「東海道川崎宿を活かした地域活性化推進組織
（通称東海道川崎宿2023）」副代表　池田さん　下村さん

▲区HP ▲市HP

▲池田さん ▲下村さん

　砂子交差点のあたりの東海道
にあたる道が小高くなっており、
これが昔の風景の想像をかき立
てます。まだまだやることは満
載ですが、未来のことも考えな
がら悔い無く楽しく皆さんと活
動していきたいと思います。

　川崎市歌に歌われている
「東海道のおもかげ」を取り
戻したく、活動に参加しま
した。昔は「旧道」と呼ばれ
ていた道が、「東海道」という
名で広く知られるようにな
りうれしく思います。
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