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新規
スポーツ教室

開講

　地域で活動する団体から提案を受けて、団体と区役所が協力し合いながら地域の身近な課題の解決に向けて
取り組む「いきいきかわさき区提案事業」。審査を経て採択された今年度実施する３つの事業を紹介します。

区役所企画課
☎201-3267 201-3209

紹介

　大師本通り商店街と一緒にハロウィンイベントを開催します！ 
仮装アイテム製作ワークショップや、製作したアイテムを身につけて
親子で商店街をめぐるハロウィンパレード「大師本通り商店街トリック
オアトリート」を行い、商店、子ども、地域住民同士が触れ合い、交
流を通して「顔が見える地域」を目指します。

　10月12日〜14日、富士見公園内の小さな森と市民広場を活用し
たイベントを行います。
子ども、若者、地域住民が一緒になって大型迷路、ターザンロープ、
遊びの原っぱなど「魅力ある遊び場」や「心地よい居場所」をつくり、子
どもの遊ぶ意欲や区民のまちづくりへの参加意欲を高めます。

アスリート・コーチによる運動指導で、子どもたちにさまざまなスポーツとの出会いの場を提供します。

　川崎駅前地区で外国人市民、留学生、区民の交流を進めます。
多文化・多世代交流のためのコミュニケーションサロン活動、ボラン
ティア育成講座、インターナショナルスクールなどとの協働で行う子
ども向けイベント、外国人市民が地域のイベントに参加できるよう地
域活動参加のコーディネートなどを行います。

※詳細は今後の市政だよりや区HPでお知らせします

▶団体Facebook

スーパー体育塾 カルッツかわさき HEAT-UP（毎月1回内容を変更して開催）

　今回は川崎新田ボクシングジム所属の古
ふるはし

橋岳
がく

也
や

選手（現
OPBFスーパーバンタムシルバー王者）が、跳

と

ぶ、跳
は

ねる、
打つといったスキルを伝授します。

日時　7月1日㈪ ❶15時半〜16時半　対象：小学1〜3年生　
 ❷17時〜18時　　　対象：小学4〜6年生
場所　カルッツかわさき小体育室　定員　各回50人　費用　各回500円

（毎月第3水曜開催）

　川崎を拠点とするプロレス団体「プロレスリングHEAT-UP」
所属のプロレスラー（大谷譲二氏）が、プロレスラーだからこ
そできる「マット運動」、「跳躍」、「体幹トレーニング」などを子ど
もたちに指導します。
日時　6月19日㈬ ❶15時半〜16時半　対象：小学1〜3年生　
 ❷17時〜18時　　　対象：小学4〜6年生
場所　カルッツかわさき武道室　定員　各回30人　費用　各回500円

川崎ゆかりのアスリート・コーチとスポーツを楽しもう！！

ハロウィンパレードで
住民同士の「顔が見える地域」へ01

02

03

子ども・若者居場所プロジェクト
in富士見公園

かわさきグローバルコミュニティ
（ＫＧＣ）

各教室各回、開始30分前より地下スポーツ受付にて受け付け　※動きやすい服装で室内シューズを持参
カルッツかわさき☎222-5211 222-5122 （9時〜21時半）

実施団体 グローバル文化協働支援センター

実施団体 川崎区地域教育会議

実施団体 川崎区盛り上げ隊！

川崎を
もっと元気に

！

ハロウィンパレードのイメージ 仮装アイテムのイメージ

遊び場のイメージ

昨年参加した区民綱引き大会の様子

いきいきかわさき区提案事業
令和元年

▶団体Facebook
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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・祝日9時～17時 ☎244-1371

1歳6カ月・3歳6カ月児健診は対象世帯に郵送でお知らせします。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日
検査

❶2日㈫
❷16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
❶6月18日❷7月2日から
電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

26日㈮ 8時45分
～10時

区内在住の１歳３カ月
未満で歯のことで気に
なることがある乳幼児

無料
7月24日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）7月の健診案内地域みまもり
支援センター

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎201-3127 201-3209

区役所地域振興課

かわさき区ビオラコンサート
　出演：サキソフォンカルテット フェ
リーチェ。 曲目：私のお気に入り、
ニューシネマパラダイス。 7月3日
㈬12時10分～12時50分 市役所第
3庁舎
1階ロ
ビー

川崎宿大学
～川崎宿ってどんな街並み？～

　望月一樹氏（県立歴史博物館学芸
部長）から江戸時代の川崎宿と近代以
降の街並みを学ぶ講座。 6月29日
㈯14時～16時（開場13時半） 教育
文化会館3階第４会議室 当日先着
60人。
カローリング・ボッチャ体験

　床面のスポーツ「カローリング」とパ
ラリンピック競技「ボッチャ」を体験でき
ます。 6月16日㈰13時～14時半

カルッツかわさき大体育室。動きや
すい服装で室内履きを持参。

＊川崎授産学園
☎201-3212 201-3293

区役所地域支援課

こんなに大事！骨盤底筋の力～尿
もれを予防しよう～

　筋力アップのための講話と体操を行

います。動きやすい服装でバスタオル、
飲み物、筆記用具持参。 7月8日㈪
14時～15時半（開場13時半） 区役
所5階 20歳以上の女性30人 6月
17日8時半から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3080 201-3291

区役所高齢・障害課

医療・介護セミナーを開催します
　❶血管年齢などの健康測定❷不眠
と頻尿についての講演 6月29日㈯
❶13時半～15時❷15時～16時(開
場14時45分) カルッツかわさき

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

地域で子育てを楽しもう
　地域の子育てママによる家族で子
育てをより楽しむための講座。 7月
13日、9月7日、10月5日、19日、
11月9日、12月7日の土曜、10時～
12時、 全6回 同館他 1～3歳ま
での子どもと保護者15組 1人300
円（保険に係る費用） 6月20日10時
から直接か電話で。［先着順］
はじめての子育て

　子育てする親同士で、離乳食やス
キンシップなど子育てについて学びま
せんか。 7月11日、18日、8月22日、
29日、9月12日の木曜、10時～12
時、全5回 同館 4～8カ月の第1
子と保護者15組 6月18日10時から
電話で。〔先着順〕
不自由ってなんだろう２
～いろいろなちがいに気付く～

　いろいろな障害を学び、小・中学
生でもできることを一緒に考えましょ

う。 7月24日 ㈬、26日 ㈮、29日
㈪、30日㈫、8月7日㈬、10時～12
時、全5回 同館他 小学3～中学3
年生、20人 50円（保険に係る費用）

6月20日10時から電 話で。［先 着
順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

発達凸凹っ子保護者のおしゃべり
カフェ

　保護者同士で育児の悩みや困りご
となどを話して不安を解決しません
か。 7月4日、9月12日、10月10日、
11月14日、2年1月16日、2月13日
の木曜、10時～11時半、 全6回
プラザ大師 発達障害の可能性のあ
る、または発達障害の小学生の保護
者20人 6月15日10時から直接か
電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　ギターとハーモニカの伴奏で一緒に

昭和歌謡を歌いませんか。 7月5日
㈮10時～12時（開場9時半） プラザ
田島 当日先着65人 100円。
まちの音楽家たちのミニコンサート

　庄司文子氏（ピアノ)＆鴨志田里香氏
(フルート)による演奏。 6月29日㈯
14時～15時(開場13時半) プラザ
田島 当日先着65人。
プラザ田島「講演会」

　川崎市折鶴の会による平和につい
ての講演。 ７月13日㈯14時～15
時半(開場13時半) プラザ田島 当
日先着65人。

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280-7321 280-7314

東海道かわさき宿交流館

江戸時代の粋に遊ぶ「大道芸」
　麻

あ ざ ぶ

布十
じ ゅ う べ え

兵衛氏による「コマ回し」他。
6月15日㈯14時～15時半(開場13

時半) 同館
3階 1,500
円 当日先
着100人。

わくわく科学研究教室 「和」の体験教室 進め！ 自由研究

アメリカンフットボール シルクボウル区民招待券高潮浸水想定説明会を行います！

　高校生や大学生と一緒に理科実験
に挑戦し、科学の楽しさを学ぼう！
内容　🅐接着剤でできる指紋検出🅑
ペットボトルを使った肺模型づくり
日時　８月11日㈷🅐10時～12時🅑14
時～16時　場所　教育文化会館　
対象　🅐区内の小学1～3年生30人
🅑区内の小学4～6年生30人
費用　材料費など300円

７月1日（必着）までに氏名・ふりがな、住所、電話番号、学年、希望
する講座名とそのアルファベットまたはカタカナを記入し往復ハガキで。

［抽選］ ※「和の体験教室」は、往復ハガキ1枚につき1講座

教育文化会館〒210-0011富士見2-1-3☎233-6361 244-2347　※当選した場合は事前に費用の持参が必要。詳細は返信ハガキで

ア畳を使った和小物づくり
イ簡単な和菓子づくり
日時　ア8月7日㈬10時～
12時イ8月8日 ㈭10時 ～
12時
場所　教育文化会館　
対象　区内小学3～6年生
各20人
費用　材料費各500円

　富士通スタジアム川崎で開催される大学アメフットの試合に区民100人を招待し
ます。この記事が招待券となりますので、当日、切り取って富士通スタジアム川崎
の区民招待受付に持参してください。招待券１枚で２人まで入場可能。［先着順］
日時　６月１６日㈰１１時半から試合開始　対戦　駒澤大学×専修大学、
国士舘大学×成城大学　受付　１０時～１２時

区役所地域振興課☎201-3231 201-3209
※この招待は川崎市アメリカンフットボール協会の協力で実施しています

　神奈川県から東京湾沿岸における高潮浸水想定区域図が公表されま
したので、浸水が想定される範囲や対応などについての説明会を開催
します。

総務企画局危機管理室☎200-2850 200-3972

日時 場所
7月2日㈫19時～20時半（開場18時半） 市役所第４庁舎２階ホール
7月4日㈭18時半～20時（開場18時） プラザ大師第1・2学習室
7月10日㈬14時～15時半（開場13時半） プラザ田島第1・2学習室

　夏休みの宿題「自由研究」をサポートする講座です。
対象　区内在住・在学の小学生　場所　教育文化会館（3、4は動物愛護センター）

講座名 対象・定員 日時 費用
１ 押し花で工作 1～6年生30人 7月24日㈬10時~12時 500円
２ 恐竜と恐竜のたまごづくり 1～6年生30人 7月25日㈭10時~12時 400円
３『ANIMAMALL（アニマモール）

かわさき』見学
1～3年生15人 7月30日㈫10時~12時

100円
４ 4～6年生15人 7月30日㈫14時~16時
５ 変わりゴマを作ってあそぼう 1～6年生40人 8月2日㈮10時~12時 500円

６ 夏のチャレンジ振り返り
（自分新聞づくり） 5～6年生20人 8月21日㈬9時半~12

時半 500円

6月24日(必着)までに氏名・ふりがな、住所、電話番号、学年、希望する講座名
とその番号を記入し往復ハガキで。［抽選］
※ 申し込みは1人1講座のみとなります。複数の申し込みがあった場合は無効です

小学生の夏休みドキドキ体験


