
区制40周年記念誌「歴史文化と花のまち　かわさきく」は、区役所、支所、区内の主な公共施設で配布しています 

217,839人 

107,154世帯 

だし 

　インド東部オリッサ州に古くから伝わる祭り「ラタジャトラ」が昨年
に続き開催されます。ラタジャトラは、インドの人々の心の原点ともい
える山車を引いて回るお祭りです。会場では、伝統舞踊、民族音楽やヘ
ナ（植物染料ペイント）の体験が楽
しめる他、屋外の屋台では、イン
ド代表料理のカレー、サモサ、珍
しいデザートのハルワ、ラドゥー
などもふるまわれます。 
日時　7月14日（日）12時～17時 
場所　川崎小学校　 
a川崎市国際交流協会1435－7000、 
6435－7010 ラタジャトラの山車引き回し 

　海の日に大師地区の名所・旧跡を巡るクイズ･ウオークラリ
ーを行います。各チェックポイント（右図）のスタンプを7つ以
上集めると抽選会に参加できます。各ポイントでは地域に関す
るクイズ、俳句作り、お楽しみくじなど、イベントが盛りだくさん。
今回は全27カ所中、4カ所のチェックポイントを紹介します。 
日にち　7月15日（祝）、荒天中止　　受付時間　9時～13時半 
受付場所　川崎大師駅、川崎大師平間寺、 
若宮八幡宮など27のチェックポイント 
抽選会　若宮八幡宮／9時～15時 
a区役所地域振興課1201－3136、 
6201－3209
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　若宮八幡宮（写真）：治水
と開拓の守護神。金山神社：
鍛冶屋の神。現在は子授け、
夫婦円満などに御利益があ
るといわれています。 

　江戸中期、異常気象や噴
火など「天明の大飢饉」で
犠牲者の霊を弔うとともに
祈願を掛けたのが始まりと
伝えられています。 

　いぼ取りの御利益で知ら
れています。亀の助けで海
底から引き上げられたとい
うちょうず鉢「霊亀石盥盤」
などがあります。 

　明治時代に盛んだったノ
リ養殖産業の守護神。境内
の銀杏の大木はノリ船、漁
船、回漕船の目印になった
といわれています。 
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　区内にはさまざまな歴史・
文化と産業があります。この夏、
区内で開催されるイベントを
通して、区の魅力に触れてみ
ませんか。 

京浜急行大師線 

東海道の宿場町として栄えた川崎宿の土産｢麦わら
細工｣について、歴史を学びながら製作します。
日時・場所 q7月30日w8月6日の火曜、いずれも10
時～15時。q区役所w田島支所
対象 各日小学生と保護者25組
sa7月22日（消印有効）までに往復ハガキに全員の住所、氏名、年齢
（子どもは学年も）、電話番号、希望日・場所を記入し〒210－8570川崎区
役所企画課1201－3267、6201－3209。［抽選］

閻魔
え ん ま

寺寄席は名称を新たに「かわさき宿寄席」として開催します。
日時 7月16日（火）15時開演（開場14時半）
場所 一行寺（川崎区本町1－1－5）※当日先着100人
出演 桂歌助、檜山うめ吉、春風亭吉好
a区役所地域振興課1201－3136、6201－3209

麦わら細工講座～いきいきかわさき区提案事業～�
麦
わ
ら
編
み
細
工

対象　qw区内在住・在学の小学4～6年生と保護者40人 
　　　e区内在住・在勤・在学の40人 
参加費　150円（保険料）。※昼食持参。階段での移動もあります 
sa7月18日（必着）までに、往復ハガキに全員の住所（在勤・在学の人は勤務
先・学校名も）、氏名、年齢、電話番号、参加希望日（q～eから１つ）を記入し〒
210－8570川崎区役所地域振興課1201－3136、6201－3209。［抽選］。※区ホーム
ページからも申し込みできます 

川崎港（巡視船による見学）や工場など、川崎臨海部を見学します。 

川崎港\川崎マリエン\かわさきエコ暮らし
未来館\東京電力川崎火力発電所 

川崎港\川崎マリエン\味の素川崎工場\

川崎東郵便局・横浜税関川崎外郵出張所 

川崎港\川崎マリエン\川崎バイオマス発電

所\LiSE（環境総合研究所・健康安全研究所） 
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9月13日（金） 
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桂歌助による落語



英語、スペイン語など6カ国語で、外国人向け行政情報をメール配信しています。　a川崎区役所企画課（1201－3296、6201－3209）�

小学生のため小学生のための�
おはなしまつり�
小学生のための�
おはなしまつり�

絵本の読み聞か
せ、貝殻を使った工
作、紙の魚釣り遊び
などをします。
日時 8月2日（金）13時半～15時半　

（開場13時15分）
場所 プラザ大師
対象 小学生、当日先着80人
aプラザ大師1266－3550、6266－
3554

エプロン、布巾持参。参加者に
バンダナをプレゼント。
日時 8月9日（金）、22日（木）

9時半～12時半
場所 区役所5階
対象 小学生と保護者、各日15組

30人
参加費 材料費1人300円程度
sa7月17日から電話か、全員の
氏名、子どもの年齢、電話番号を
記入しファクスで区役所地域保健

夏休み親子料理教室� 福祉課1201－3217、6201－3291。
［先着順］

日時 q8月14日w8月28日の水
曜、14時～15時（開場13時半）

場所 プラザ田島
内容 qかいじゅうたちのいると　

ころ他wスイミー他
対象 小学3年生までの子どもと

保護者、当日先着75人。
aプラザ田島1333－9120、6333－
9770

a区選挙管理委員会1201－3124、6201－3209

旭町・鈴木町・中島・港町の投票所が変わります�

　旭町1～2丁目、鈴木町、中島1～3丁目、港町に住
んでいる人の投票所が、工事の影響により一時的に旭
町小学校体育館から同小学校「特別活動室」に変更に
なります。次回の参議院議員選挙から26年3月までに
実施される選挙については、こちらで投票してください。�
�

▲イックン�

投票所�
川崎競馬場�

久根崎�

国道409号�

至川崎駅�
労働会館前�

国道132号�

情
報�

　7月17日（水）12時10分～12時40分。市役所第3庁
舎1階ロビーで。�
a市民文化パートナーシップかわさき16813－1550

●定例コンサート�
 8月7日（水）12時10分～12時50分。市役所第3庁舎
1階ロビーで。出演：プロムカルテット（サクソホン）
曲目：ソーラン節、お祭りマンボ、坂本九メドレー他�
●坂本九さん追悼コンサート�
　8月12日（月）14時～15時。川崎ルフロン１階で。出
演：川崎小学校児童と市消防音楽隊�
a区役所地域振興課1201－3127、6201－3209

ランチタイムコンサート�ランチタイムコンサート�第215回�

かわさき区ビオラコンサート�かわさき区ビオラコンサート�

介護予防体操の体験講座。7月
16日（火）10時～11時（開場9時45
分）。区役所4階で。当日先着15人。
動きやすい服装で。飲み物を持参。

ウオーキング推進員と気軽にウ
オーキングを始めませんか。動き
やすい服装と靴で。帽子と飲み物
を持参。q富士見公園：7月18日（木）
w小田公園：7月24日（水）、いずれも
9時半～11時。

認知症介護について学びます。
8月13日（火）、20日（火）、9月5日（木）、

いずれも10時半～12時。区役所7
階で。介護中の25人。sa7月18
日から電話かFAXで。［先着順］

子どもと一緒に体を動かしませ
んか。8月8日（木）10時～11時半。区
役所5階で。軽度発達障害のある4
～6歳の子どもと保護者15組。s

7月16日から電話で。［先着順］

8月28日～9月25日の水曜、13
時半～15時半、全5回。教育文化
会館で。20人。7,000円（教材費込
み）。エプロン、はさみ、おしぼり
持参。s8月19日（必着）までにハ
ガキで。［抽選］

子育てを支え合う仲間づくりな
ど。9月5日～10月3日の木曜、10
時～12時、全5回。プラザ田島で。
就学前の子どもの保護者20人。実
費負担あり。保育あり（1歳以上、
20人、保険料800円）。s8月1日か
ら直接か電話で。［先着順］

市政だより5月1日号で案内し
たごみ収集に関する説明会の向小
学校の日程を、7月27日（土）から
8月3日（土）に変更します。19時
～20時。当日直接。

川崎消防署を一般開放します。
子ども消防士の写真撮影、消火体
験、消防車展示など。7月21日
（日）10時～12時。川崎消防署で。
区内在住の小学生以下の子どもと
保護者50人。sa7月20日までに
直接か電話で。［抽選］

カラオケ、民謡、フラダンスな
どの「演芸」を披露しませんか。9
月5日（木）9時半～15時半。福祉
センター5階ホールで。市内在住
の60歳以上50組。s7月25日10時
～15時に、ハガキの宛先面に住
所と氏名を記入し日進町老人福祉
センターに持参。［抽選］

応募書類、職務経歴書の書き方
や面接の対応方法など、再就職活
動に必要なスキルを学びます。9
月6日、13日、20日の金曜、13時～
16時、全3回。サンピアンかわさ
きで。40人。s8月8日から直接、
電話、FAXで。［先着順］

▼ほほえみ元気体操を一緒に

▼公園ウオーキング

▼認知症高齢者家族介護教室

日程･当日受付時間�健診名� sa対象・内容など�費用�

会場は区役所5階。3カ月児・1歳6カ月児･3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせ
します。a区役所児童家庭課1201－3206、6201－3293

q14日�
   （水）�
w30日�
  （金）�

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導と運動講座。両日参
加できる区内在住の
18～39歳の25人�

1,220�
円�

39歳まで
の健診・
保健指導�
（キッズスペ
ースあり）�

9時～�
9時15分�

申し込みは電話で�
7月16日から�
s地域保健福祉課�
1201－3216。［先着順］�

H I V �
即日検査�

8時40分～�
10時10分�

無料�

q6日�
  （火）�
w20日�
  （火）�

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15人�

申し込みは電話で�
q7月23日から�
w8月6日から�
s地域保健福祉課�
1201－3212。［先着順］�

8月の健診･検診案内� 6201－3291

市体育館スポーツ教室�
教室名� 日程・曜日� 時間� 対象・費用� 締め切り�

7月17日（水）�

9月6日～12月20日�
の金曜、全15回�
9/20は除く�

9月11日～11月27�
日の水曜、全12回�

9月10日～11月26�
日の火曜、全12回�

カローリング�

※�
ベビー＆�
ママの�
スキンシップ�
ヨガ�

親子�
フラダンス�

フラダンス�

わくわく�
親子体操�

親子�
スポーツ�
A・B

saカローリング以外は締め切りまでに往復ハガキに教室名、必要事項と性別、
学年（※は全員の必要事項と子どもの生年月日も）、希望時間帯を記入し〒210－
0011川崎区富士見1－1－4市体育館1200－3255、6211－5921。［抽選］   

開始時に生後2カ月
～ハイハイする前の
子どもと産後8週以
降の保護者、それぞ
れ10組�
帝王切開した人は3
カ月経過者（5,200円
保険料込み）�

4歳～小学6年生と�
保護者20組��
12,600円（保険料込み）�

15歳以上40人�
7,800円（保険料込み）�

2歳児と保護者20組��
6,500円（保険料込み）�

3・4歳児と保護者�
AB各50組��
6,500円（保険料込み）�

小学生以上��
大人200円、学生100円�

8月14日�
（必着）�

8月13日�
（必着）�

8月9日�
（必着）�

8月7日�
（必着）�

当日窓口�
に直接�

A：9時30分～�
    10時30分��
B：10時45分～�
     11時45分�

18時半～20時�

11時～12時�

17時45分～�
18時45分�

19時15分～�
20時30分�

13時30分～�
14時30分�

※往復ハガキ1枚につき1教室一人の受け付けです�

9月4日～10月9日
の水曜(全5回）9／
18を除く�
9月6日～10月11日
の金曜（全5回）9
／20を除く�
母子、母胎ともに健
康な人で主治医、
担当助産師の許可
を得てください�

3312

▼こどもの力を育てるために

▼ふれあい講座「木目込み人
形と押し絵」（初心者向け）

▼家庭･地域教育学級「子育
てのコツを学ぼう」

▼川崎消防署オープンハウス

233 5592

▼敬老のつどい「演芸大会」
出場者募集

▼再就職支援講演会

▼資源物･ごみ収集に関する
説明会の日程が変わります夏休み子ども映画会�


