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東 海 道 川 崎 宿 は 令 和 ５ 年 に 起 立 ４ ０ ０ 年 を 迎 え ま し た！
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　傘芸など和風曲芸、ガマの
油売り、外

ういろう

郎売りの口上など。
時間　11時～17時20分
場所　稲毛公園ステージ

出店・体験コーナー出店・体験コーナー

　和菓子、手作り小物などの販売や、昔あそび、工作、
ミニ版画などが体験できるコーナー。地元のお店や企
業が出店します（10時半から順次出店開始）。

三角おむすびレシピコンテスト三角おむすびレシピコンテスト

　事前の審査で選ばれた２作品を販売します。当日
に購入者と審査委員による投票で優勝作品を決定
し、表彰式を開催します。おむ
すびの販売は❶11時半～❷12
時半～（投票券付き各100パッ
ク、売り切れ次第終了）。
表彰式　時間　14時半～15時
　　　　場所　稲毛公園ステージ

◀

前回の優勝作品
れんこんとじゃこの
甘辛おむすび

「川崎おむすび音頭」知ってる？

主催：東海道川崎宿場まつり実行委員会
区役所地域振興課☎044-201-3127
044-201-3209 ▶区HP

月 日224 土

10時～17時半
稲毛神社・稲毛公園

東海道川崎宿場まつり東海道川崎宿場まつり
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みんなで踊ろう
おむすび音頭♪

ダンス

川崎宿起立４００年記念式典川崎宿起立４００年記念式典

　東海道川崎宿は起立４００年を迎えました。これを祝
う記念式典を開催します。
今年行うさまざまなイベント
の開会宣言や伝統芸能の披
露を行います。
時間　10時～11時
場所　稲毛神社　神楽殿

※本連載期間中は「発見!まちのひろば」は休載します。

　これまでは毎年「東海道川崎宿２０２３まつり」を開催していましたが、起立４００年を
迎えた今年から「東海道川崎宿場まつり」と名称を変えた新たなイベントとして開催しま
す。実行委員会のメンバーが増え、エリアは例年以上に広くなり、新しいお店も出店
します。 ４月といえば「東海道川崎宿場まつり」と認識してもらい、ゆくゆくは川崎を代
表する祭りになれば良いなと思っています。

東海道川崎宿場まつり実行委員会　副実行委員長　岩瀬さん・小林さん

まちの人を主人公に、川崎宿の思い出や川崎宿起立
400年記念の取り組みなどを連載で紹介します。

連載
（第四回）

生まれも育ちも川崎宿跡です。
世間に川崎宿の魅力を知ってい
ただきたいと思い、地元の仲間
と一緒に活動しています。地元
が盛り上がるように頑張ります。

私は35年前から、東海道沿いの5
つの町内会青年部で構成される新
宿青年会のメンバーとして、昔の
にぎわいを取り戻し、交流を深め
ようとみんなで取り組んでいます。

東海道川崎宿起立４００年記念

　東海道川崎宿は三角おむすび
発祥の地と言われています。「もっ
と川崎を好きになってほしい」とい
う思いから、地域の子どもたち
の言葉などを歌詞に盛り込んで、
平成３０年度に制作されました。

ステージでの
パフォーマン
スもあります。
一緒に踊って
まつりを楽し
みましょう！

※イベントの内容は変更
となる場合があります。

◀

岩瀬さん

◀

小林さん

わたしと川崎宿
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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
☎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
　「ウィーンのきらびやかな調べ」を
テーマにしたEnsemble le fleuve(ア
ンサンブル・ル・フルーヴ)によるランチ
タイムコンサートです。 5月10日㈬
12時10分～12時50分 市役所第
3庁舎 50人 4月17日から電話、
FAX、メールで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-233-6361 044-244-2347

教育文化会館

「進め！自由研究」企画メンバー募集
　教育文化会館の夏休みの小学生向
け体験教室「進め！自由研究」の企画メ
ンバーを新しく募集します。子ども
の自由研究を一緒にお手伝いしたい
人、面白い体験企画を考えて実現し
たい人、仲間に加わりませんか。
中学生～おおむね25歳の
10人 程 度 4月15日10
時から電話か区HPで。［先
着順］ 
「かわさき春の文化祭」
運営スタッフ募集

　若者（中学生～25歳）の地域での
発表の機会と交流の場づくりのため
実施する「かわさき春の文化祭」の運
営スタッフを募集します。同世代の
仲間とイベントを企画・運営しましょ

う。 初回の会議は5月28日㈰10
時～12時 中学生～おお
むね25歳の10人 4月23
日10時から電話か区HPで。

［先着順］
「キョウブン傾聴カフェ」を
プレ実施します

　傾聴ボランティア「やすらぎ」が、
皆さんの話に耳と心を傾けて聴きま
す。6月からの本格実施を目指して
います。 4月21日㈮、5月19日㈮、
13時半～15時 同施設 当日先着
10人程度(満席時はお待ちいただく
場合があります) 100円 。

＊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。5月
から毎月第２金曜の午後に変更にな
ります。運営スタッフも募集していま
す。詳細はお問い合わせください。

5月12日㈮14時～16時 同施設
実習室 当日先着10人程度(満席時
はお待ちいただく場合があります)
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
　まちの薬剤師による「感染症」につ
いての話です。 5月5日㈷10時～
12時(開場9時半) 同施設 20人

4月27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

　「ザ・のんべーず」によるオカリナを
メインとしたバンドのコンサートです。

5月20日㈯14時～15時(開場13時
半) 同施設 当日先着60人。

＊川崎授産学園
☎044-222-5223 044-222-5122

カルッツかわさき

亀井聖矢×太田弦×神奈川フィル
チャイコフスキー＆ラフマニノフ名曲コンサート

　昨年、ロン=ティボー国際音楽コン
クールで第1位になり、注目されてい
るピアニストの亀井聖矢が神奈川フィ
ルハーモニー管弦楽団と共にカルッ
ツかわさきに初登場。指揮は太田弦。

7月22日㈯17時(開場16時) 同
施設ホール 1,500人 SS席7,000
円他 4月29日から直接、電話、HP
で。［先着順］

＊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

江戸時代の粋に遊ぶ「春の浪曲」
　ほとばしる浪曲節をお楽しみくださ
い。出演：玉川奈々福、広沢美舟、
玉川奈みほ。 4月15日㈯14時（開
場13時半） 同施設4階 当日先着
100人 1,500円。
お昼の落語

　伝統的な話芸をお楽しみください。
出演:三遊亭ふう丈（二ツ目）、金原
亭駒介（前座）。 5月10日㈬14時
(開場13時半) 同施設4階 100人

4月26日(必着)までに往復ハガキ
で。［抽選］

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

（会場は区役所5階）5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 16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

4月18日から
電話で区役所衛生課
☎044-201-3204

044-201-3291
［先着順］

　さまざまなスポーツの講師を招いて、
スポーツ教室を行う「富士通スタジアム川
崎スポーツフェスタ」を今年も開催します。
　教室に参加しない子どもも楽しめるよ
うに、複数の大型遊具を設置した「カワサ
キッズパーク」や、キッチンカーの出店も
あり、家族で楽しめるイベントです。ぜひ
この機会にさまざまなスポーツを体験して
みませんか。
日時　5月3日㈷9時～16時
場所　富士通スタジアム川崎

4月24日までに施設HPで。［抽選］
☎044-276-9133 044-276-9144
※教室ごとに定員があります。詳細は施設HPで。

▲区HP

▲区HP

　区では、市総合計画第３期実施計画に基づき、地域の課題を解決するため、
区民の皆さんと協働で「地域課題対応事業」を実施します。5年度の取り組み
の一部を紹介します。詳細は区HPで。

区役所企画課☎044-201-3296 044-201-3209

地域資源を活かしたまちづくりのために　約3,838万円
　東海道川崎宿起立400年を契機とした区の魅力発信や新たなに
ぎわいの創出、スポーツを通じた交流促進、外国人向けの効果的
な情報発信のためのアンケート調査などに取り組みます。

地域における子ども・子育て支援のために　約415万円
　「かわさき区子育てフェスタ」による子育て情報発信や、日本語に不慣れな
子どもや保護者が孤立しないための通訳・翻訳による支援、日本語に不慣れ
な小中学生への学習支援などに取り組みます。
安全・安心なまちづくりに向けた地域防災力の向上のために　約403万円　
　区総合防災訓練や地域住民と連携した避難所開設・運営訓練の実施、防災

訓練・講座による外国人住民の防災意識向上などに
取り組みます。
交通安全と自転車対策のために　約462万円
　自転車のルールの遵守・マナー向上に向けた教室
などの実施や、小学生の絵画を利用した路面啓発
シートの設置による放置自転車対策などに取り組み
ます。
区役所サービス向上のために　約110万円
　職員の人材育成や窓口環境の整備などを進め、よ
り質の高い区役所サービスの提供に取り組みます。

その他　約845万円
　市民活動団体などからの提案による地域の課題を解決するための事業の
実施や、新たに発生する課題に適切かつ迅速に対応していきます。

区のイメージアップに向けた環境まちづくりのために　約466万円
　区の花・区の木を活用した地域住民との緑化活動による区のイ
メージアップ、川崎駅周辺の落書き消しやぎんなん採取、東扇島
地区におけるごみのポイ捨て防止対策などによる美観向上・環境改
善に取り組みます。
誰もが安心して、生き生きと暮らせるまちづくりのために　約418万円
　地域包括ケアシステム構築に向けた多様な手法による普及啓発
や、区オリジナル体操「ほほえみ元気体操」を活用した健康づくり活
動支援などに取り組みます。

▲施設HP

▲過去のフェスタの様子

富士通スタジアム川崎 「スポーツフェスタ2023」 

地域の身近な課題に取り組みます！
～誰もが住んで良かったと思える安全・安心のまちに向けて～

▲施設HP▲亀井聖矢 ▲太田弦
@ai ueda
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