
219,918人

108,662世帯

ツイッターで選挙に関する情報をつぶやいています。          　　　     　　　　　　　　　　　　 区選挙管理委員会☎201-3124、 201-3209川崎区選管ツイッター 検 索

　4月12日（日）に投票が行われる第18回統一地方選挙（川崎市議会議員選挙・
神奈川県議会議員選挙・神奈川県知事選挙）の期日前投票所についてお知ら
せします。
投票できる人 　川崎区の選挙人名簿に登録されている人。※投票するた
めには住所要件が必要となるので、市外へ転出した人は区選挙管理委員会
へお問い合わせください

期日前投票所 期間（土・日曜も含む） 投票時間
区役所7階第4会議室 3月27日～4月11日 午前8時半～午後8時

（昼休みの時間中も投
票できます）

大師支所2階第1・2会議室
4月4日～11日

田島支所3階会議室
※3月27日～4月3日は、県知事選挙のみ投票できます。4月4日（土）からは、
市議・県議・県知事選挙の三つすべての投票ができます

「東海道川崎宿三角おむすび
レシピコンテスト」レシピ募集

　川崎宿発祥といわれている「三角おむすび」のレシピを募集します。一
次審査でレシピを選考し、上位の3レシピを再現、東海道川崎宿2023ま
つりの会場で投票用紙付きで販売します（100セット限定）。優勝～3位
を決める決選投票は会場で行います。
レシピ条件　❶おむすびの形状は三角形とします
　　　　　　 ❷サイズは最大「大人の拳程度」（ご飯約120ｇ）
　　　　　　 ※その他は、すべて自由です
応募資格 　市内在住・在勤・在学の人
3月16日（必着）までに市ホームページか、区役所で配布中の応募用

紙に完成写真を添えて直接、郵送、メールで〒210-8570川崎区役所地域振
興課☎201-3136、 201-3209、 61tisin@city.kawasaki.jp ［選考］
※詳細はお問い合わせください

　区内を中心にライブハウスや路上などで活躍する全5組の個性豊かな
出演者がジャズミュージックを奏でます。ゲストとして、荻野昇（東京
交響楽団首席トロンボーン奏者）と林浩子（ピアノ）が出演します。
日時　3月14日（土）14時半～17時35分（開場14時10分）
場所　サンピアンかわさき（労働会館）ホール　定員　当日先着700人

※出演時間は当日の進行状況により変更する場合があります

演奏時間 出演
14時35分～15時 成田遥香カルテット

15時5分～15時30分 Red  House （レッドハウス）
15時35分～16時 オバタリツコGroup （グループ）

16時5分～16時30分 K3（ケイスリー）
16時35分～17時 Black Brown's （ブラックブラウンズ）

17時5分～17時35分 荻野昇、林浩子

区選挙管理委員会☎201-3124、 201-3209
ツイッターアカウント：@kawasaki_senkan

第18回 統一地方選挙期日前投票

東海道川崎宿
2023まつりへ行こう
　東海道川崎宿をテーマにした祭りを開催します。東海道川崎宿三角
おむすびレシピコンテスト、地元商店などの出店や市内産農産物の販
売、昔遊び、紙切り、かご乗り、麦わら細工などの体験コーナー、史
跡ガイドツアー（当日申し込み）、大道芸、フリーマーケットなどイベ
ント盛りだくさんで、東海道の魅力を満喫できます。

▲歌川広重・東海道五拾三次之内川崎

【場所】
稲毛公園

（宮本町7-8）

【日時】
4月5日（日）11時～15時
（雨天決行）

【主催】
東海道川崎宿2023
まつり実行委員会

区役所地域振興課 ☎201-3136、 201-3209

区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

 in かわさき区ビオラコンサート

　東海道川崎宿2023まつりで行うフリーマーケット（雨天中止）の出店者を
募集します。
募集数   10区画（1区画2ｍ×2ｍ）
応募資格   市内在住で代表者が18歳以上の個人・団体
　　　　  ただし次に該当する場合は、応募資格はありません。
　　　　 ●営利目的の場合（商品販売を生業としている人）
　　　　 ● 政治的・宗教的および公序良俗に反している内容を含んでいる

場合
　　　　 ●暴力団員など、または暴力団員などと密接な関係を有している
　　　　　 場合

3月16日（必着）までに市ホームページか、区役所で配布中の応募用紙
を直接か郵送で〒210-8570川崎区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209。［抽
選］※詳細はお問い合わせください

JAZZ FESTIVAL

フリーマーケット出店者募集
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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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区役所企画課☎201－3296、　201－3209インターコムかわさきく 検 索

※3カ月・1歳6カ月・3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせします
区役所児童家庭課☎201-3214、 201-3293

健診名 日程・受付時間 定員・内容 費用

H I V
即日検査

❶
7日（火）
❷
 21日（火）

8時45分
～10時15
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12人

無料
❶3月24日
❷4月7日から電
話で☎201-3212。
［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

検査日
8日（水）
指導日
24日（金）

9時～
9時15分

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導。両日参加できる
区内在住の18～39歳
の25人

1,650
円

3月16日から電話
で☎201-3216。
［先着順］

無 料
健康相談

月～
金曜

9時～
16時半

専門家による健康・
禁煙などに関する相
談。区内在住の人（家
族も可）

無料 随時、電話で
☎201-3216

１ 歳  児
歯科健診 24日（金） 8時45分～10時

1歳3カ月未満で歯が
生えている乳幼児 無料 随時、電話で

☎201-3212

地域保健福祉課 201-3291
会場はいずれも区役所5階4月の健診･検診案内保健福祉

センター

区役所地域保健福祉課
☎201-3217、 201-3291

▼春休み親子料理教室
　子どもと一緒に昼食を作りま
す。3月26日（木）9時半～13時。区
役所5階で。区内在住の小学生と
保護者20人。材料費300円程度。
エプロン、三角巾、布巾持参。
3月16日から電話かFAXで。［先

着順］

区役所児童家庭課
☎201-3206、 201-3293

▼ 親子で楽しい時間を過ごそ
う「つながれ地域！交流会」

　講師と一緒にみんなで遊び、交
流を深めながら、子育て支援機関
の職員とも情報交換を行います。
3月18日（水）10時～11時半。旭町こ
ども文化センターで。1歳半～3歳
の子どもと保護者15組。 3月16
日から電話で。［先着順］

教育文化会館
☎233-6361、 244-2347

〒210-0011 川崎区富士見2-1-3

▼ きいて、みて、つくって、
たのしむ、おはなし会

　「おと絵がたり」による影絵と音
楽と語りでお話を楽しむ会です。

上映作品は、3枚のおふだ他。お
話を楽しんだ後は、効果音作りの
ワークショップも行います。3月
26日（木）10時～11時半。教育文化
会館で。100人（小学生以下は保護
者と参加）。きれいに洗った空き
缶持参。 3月17日10時から電話、
FAX、区ホームページで。［先着順］
▼みんなで作って楽しもう！
　ダンボールやペットボトルなど
のリサイクル用品でストラップや
ピンクッションを作る体験コーナ
ー、絵手紙体験コーナー、バルー
ンアートなどのワークショップが
楽しめます。3月26日（木）10時半～
13時半。教育文化会館で。当日直
接。詳細はお問い合わせください。

サンピアンかわさき
☎222-4416、 244-5094
〒210-0011 川崎区富士見2-5-2

▼宅地建物取引士試験準備講座
　宅地建物取引士（宅建）の試験
準備講座を開催します。5月18日
～9月10日の月・木曜（7月20日、8
月10日、13日、17日は除く）、18
時半～20時45分、全30回。サン
ピアンかわさき（労働会館）で。40
人。44,000円（他に教材費8,200円
程度）。 3月25日から直接、電話、
FAXで。［先着順］

　転入・転出などによる窓口の混雑緩和のため、区民課・保険年金課の窓口
を第2・4土曜の他、4月4日（土）も開きます（大師・田島支所は開きません）。
取り扱い業務については、市版3面を参照してください。市外に転出する
人は、郵送での届け出もできます。詳細は区ホームページをご覧ください。
時間　平日8時半～17時、土曜開庁日8時半～12時半
※駐車場の混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください（区役所
の駐車場は、施設利用の場合でも1時間を超えると有料になります）

月 火 水 木 金 土
16 17 18 19 20 21

午前 △ △△
午後 ○○ △△ △△ △△ ○○

23 24 25 26 27 28
午前 △△ △△ ○○ △△
午後 ○○ △△ △△ ○○ ◎

30 31
午前 ○○ ○○
午後 ◎ ◎

月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

午前 △△ △△ ○○ △△
午後 ○○ ○○ ○○

6 7 8 9 10 11
午前 △△ △△ △△ △△ △△
午後 ○○ △△ △△ △△ △△

13 14 15 16 17 18
午前 △△
午後 ○○ △△

20 21 22 23 24 25
午前
午後 △△

27 28 29 30
午前 △△ △△
午後 ○○ ○○

区役所区民課☎201-3143、 201-3290。区役所保険年金課☎201-3153、
201-3290

凡例：◎  3時間以上待ち　○○  2時間以上待ち　△△  1時間以上待ち　  左記未満
　　 ※昨年実績に基づいた予想です。午前中の方が比較的待ち時間が少ないです

　地域をより良くすることを目的に活動している川崎区まちづくりク
ラブの26年度の取り組みを紹介します。
日時　3月23日（月）～25日（水） 9時半～15時（23日は11時から）
場所　川崎信用金庫本店1階ロビー（砂子2-11-1）
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

　幕末から明治にかけて活躍した月岡芳年の浮世絵「月百姿」を展示し
ます。「月百姿」は芳年の晩年に描かれた傑作で、月にちなんだ伝説や物
語などを題材にした100枚の連作です。後期はそのうちの50作品の展示
を行います。
日時　3月8日～28日（月曜は休館） 9時～17時
場所　東海道かわさき宿交流館
東海道かわさき宿交流館☎280-7321、 280-7314

ランチタイムコンサート第233回

日時　3月21日（祝）
　　　❶14時～14時半
　　　❷15時～15時半
場所　アトレ川崎1階ツバキ広場
出演　 S

ス ト レ ス

tress F
フ リ ー

ree（ハープ、フ
ルート）

曲目　スコットランド民謡メドレ
　　　ー、春よ来い他
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

かわさき区ビオラコンサート
スプリングコンサート

日時　 4月1日（水）12時10分～12時
50分

場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　東京交響楽団メンバー
　　　山廣みほ（ビオラ）
　　　木村正貴（バイオリン）
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

日時　3月18日（水）
　　　12時10分～12時40分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　富岡紀香（ピアノ）
　　　加藤文枝（チェロ）
曲目　白鳥、エレジー他
市民文化パートナーシップかわ

さき☎ 813-1550。ミューザ川崎
シンフォニーホール☎520-0020、
520-0103

かわさき区ビオラコンサート
4月定例コンサート

Stress Free

かわさき区の宝物ペーパークラフトができました！

区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

　楽しみながら川崎区の魅力に
ついて学習できる「かわさき区の
宝物ペーパークラフト」。第10弾
となる今回は「遊べるクラフト」
を制作しました。3月下旬から区
役所、支所などで配布する予定
です（1人1セット）。

まちづくりクラブ活動発表会

浮世絵展「芳年の月百姿」（後期）

３
月

４
月

臨海部の風景 交通の歴史

窓口の混雑予想のお知らせ


