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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へ。平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時～17時☎244-1371

ゴミ拾いでつながろう

いきいきかわさき区提案事業

他にも楽しいイベントがたくさん！

名所めぐりウオークラリーMAP

1石観音 
2川崎大師駅 
3川崎大師平間寺 
4川中島神明神社 
5庚申様 
6子育地蔵 
7汐留稲荷

25若宮八幡宮・金山神社

10池言坊

27瀋秀園

　川崎の街をもっときれいにす
るために、一緒にごみ拾いをし
ませんか。今回は稲毛神社周辺
で行います。道具は必要ありま
せんが、暑い時期なので、飲み
物などをお持ちください。
日時　8月8日㈯10時～、雨天中止
集合場所　10時に川崎駅東口の
みずほ銀行川崎支店前（砂子2-4-
10）
区役所企画課☎２０１-３２６7、
201-3209

隅々まで拾います

掃除を終えて気分スッキリ

日時 行程

1 8月4日㈫ ９時半～
16時ごろ 川崎港→川崎マリエン→キングスカイフロント夏の科学イベント（L

ライズ

iSE他）

2 8月14日㈮ ９時半～
17時40分ごろ

川崎港→川崎マリエン→東京電力川崎火力発電所→ANAケータリングサービス
（機内食工場）

3 8月28日㈮ ９時半～
17時半ごろ

川崎港→川崎マリエン→東京電力川崎火力発電所→ナノ医療イノベーションセ
ンター（i

アイコン

CONＭ）

川崎港（巡視船による見学）や工場など、川崎臨海部をバスで巡ります

対象　❶❷区内在住・在学の小学４～６年生と保護者、各回40人❸区内在住・在勤・在学の40人
※対象学年以外の子どもの同伴はできません
※施設・工場内の見学は徒歩。階段での移動もあります
※機内食工場では調理室内に立ち入ることはできません
参加費　1人200円（保険料）。昼食・飲料持参

７月16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（小学生は学年も）、電話番号、参加希望日（❶～❸から１つ）を記入し〒210-8570
川崎区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209。［抽選］
※区ホームページからも申し込めます

　海の日に大師地区の名所・旧跡を巡ります。今回は２０回
目の開催です。ことしから大師河原干潟館・大師の渡しが
新しくチェックポイントに加わりました。各チェックポイント
のスタンプを８つ以上集めると抽選会に参加できます。ま
た、当日参加した人には、第２０回開催の記念品を配布し
ます（無くなり次第、配布終了）。
　各チェックポイントでは地域に関係するクイズが出題さ
れる他、俳句作りやお楽しみくじ、昔の遊び、クラフト作
りなどさまざまなイベントを用意しています。
日時　７月20日㈷、9時～14時半、小雨決行
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
28のチェックポイント
抽選会　若宮八幡宮・金山神社、９時～15時
※自転車での参加はできません。過去のスタンプ帳がある人は持参

　この他、大師地区の商店街では、サンバカーニバルや模擬
店などのさまざまなイベントも実施します。また、オープニン
グコンサートとして、９時から川崎大師駅前で県立大師高校
吹奏楽部やアゼリア合奏団inシニアによる演奏も行います。
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

キングスカイフロント　
夏の科学イベント

巡視船「あおぞら」

ングスカイフロント

巡視船「 ぞ 」

川崎マリエン展望室

ションセ

巡

キ

巡

川崎マリエン展望室

ウオークラリーの
チェックポイント
全28カ所

京浜急行大師線

名所めぐりウオークラリー

川崎臨海部の夢発見！バスツアー

第20回かわさき大師サマーフェスタ 2015

8塩浜神明神社・
　安産塩釜神社 
9水神社 
10池

せん

言
ごん

坊
ぼう

11千蔵寺 
12大師稲荷神社
13大師銀座商店街 

14田町稲荷神社 
15徳

とっこん

本上
しょうにん

人の碑
16殿町小学校
　（海苔資料室）
17如意輪観音 
18馬頭観音 
19日ノ出厳島神社 

20藤崎願掛け地蔵 
21藤崎小学校
　（2つの銅像）
22弁天神社 
23明長寺 
24四谷義田
　稲荷神社 

25若宮八幡宮・
　金山神社 
26善西坊 
27瀋秀園
28大師河原干潟館・
　大師の渡し
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6つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。 区役所企画課☎201-3296、 201-3209インターコムかわさきく

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

HIV
即日検査

①4日㈫
②18日㈫

8時45分～
10時5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

①7月21日から
②8月4日から
電話で
☎201-3212。
［先着順］

39歳まで
の健診・保
健指導

①12日㈬
②28日㈮

9時～
9時15分

生活習慣病予防に関
連した検査、保健指
導、運動体験。両日
参加できる区内在住
の18～39歳の25人

1,650
円

①②いずれも
7月15日から
電話で
☎201-3216。
［先着順］

１ 歳 児
歯科健診 28日㈮ 8時45分

～10時

区内在住の1歳3カ月
未満で歯が生えてい
る乳幼児30人

無料 随時、電話で
☎201-3212

健康相談
月～金曜
（祝日は
除く）

9時～12時
13時～
16時半

専門職による健康・禁
煙などに関する相談。
区内在住の人（家族
でも可）

無料 随時、電話で
☎201-3216

教室名 曜日 開始時間 定員 回数

絵手紙
月

9時半 20人

全10回

いきいき体操 13時半 40人

コーラス

火

9時半 80人

詩吟 13時半 20人

楽しい歌謡舞踊 13時半 30人

健康表現(音楽)体操
水

9時半 30人

ペン習字 13時半 20人

やさしいヨーガ

木

9時半 30人

童謡 9時半 40人

ゆるゆる体操 13時半 30人

華道 13時半 12人

フラダンス
金

13時半 30人

健康体操 9時半 45人 全12回

地域保健福祉課 201-3291
会場はいずれも区役所5階

　10月から行う各種教室の受講生を募集します。
対象　市内在住60歳以上　費用　実費（教材費など）

7月23日～8月7日（日曜を除く）の9時～16時に82円切手と同センターで7
月1日から配布の申込書を直接、かわさき老人福祉・地域交流センター。［抽選］

８月の健診案内保健福祉
センター

※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

夏休みイベント特集
夏休み子ども映画会
日時　❶7月22日❷8月19日の水曜、
1回目11時～12時、2回目14時～15時
場所　プラザ大師
内容　❶「どろぼうがっこう」他❷「は
らぺこあおむし」他
対象　幼児～小学生と保護者、各回
100人

7月15日10時からプラザ大師で
整理券を配布。
☎266-3550、
266-3554。

［先着順］
「小学生のためのおはなしまつり」
　絵本の読み聞かせや工作など。
日時　7月29日㈬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
プラザ大師

☎266-3550、
266-3554

夏休み親子料理教室～食育につ
いて学ぶ
　子どもと一緒に楽しく料理をしませ
んか。
日時　7月31日㈮、8月20日㈭、いず
れも9時半～13時
場所　区役所5階栄養室
対象　区内在住の小学生と保護者各
回20人
費用・持ち物　材料費、エプロン、食
器を拭く布巾、三角巾

7月15日から電話かFAX（氏名、
子どもの学年、電話、アレルギーの
有無を記入）で区役所地域保健福祉課
☎201-3217、
201-3291。

［先着順］

子育て特集
ファミリー講座
　コンサート鑑賞の他、フォトフレーム作
りなど、遊びを通じて交流しませんか。

日時　7月25日、8月22日、9月26日
の土曜、9時半～11時半、全3回
場所　地域子育て支援センターむかい
対象　就学前の子どもと保護者30組、
子どもの祖父母か区内在住の20人

7月16日までに電話かFAX（住所、
氏名、電話番号、子どもの年齢、講
座名を記入）で区役所こども支援室☎
201-3331、 201-3293。［抽選］
保育連続講座「親子で遊ぼう」
　参加者が交流できる講座。工作や
触れ合い遊び他、子育てについて話
しませんか。
日時　9月4日、11日、18日、25日の
金曜、10時～10時45分、全4回
場所　藤崎保育園
対象　25年4月から26年3月生まれ
の子どもと保護者20組

7月29日から電話かFAX（住所、
氏名、電話番号、講座名を記入）で区
役所子ども支援室☎201-3331、
201-3293。［先着順］
「はじめての子育て講座」
　これからママ、パパになる人、興

味のある人向けです。子どもの発育
や子育てについて勉強してみません
か。第1回目は、スクラップブック
を作成します。
日時　9月17日、10月1日、8日、15日、
22日の木曜、10時～12時、全5回
場所　教育文化会館
対象　関心のある方20人
費用　300円（材料費）

7月24日から直接、電話、FAX
（住所、氏名、電話番号を記入）、区
ホームページで教育文化会館☎233-
6361、 244-2347。［先着順］
プレママ・プレパパ講座
　先輩ママ、パパによる体験談とお
悩み座談会。
日時　9月19日㈯9時半～10時半
場所　東小田保育園
対象　週数36週未満の妊婦とパート
ナー10組

7月29日から電話かFAX（住所、
氏名、電話番号、講座名を記入）で区
役所こども支援室☎201-3331、
201-3293。［先着順］

井利智子 市川仁志 柴崎光子

かわさき区ビオラコンサート
8月定例コンサート

日時
会場
出演

曲目

８月５日㈬12時10分～12時50分
市役所第３庁舎１階ロビー
p
ピオーチェ

ioce：井利智子(チェロ)、市川
仁志(オーボエ)、柴崎光子(ピアノ)
水上の音楽、少年時代他

区役所地域振興課☎２０１-３１２７、
２０１-３２０９

坂本九さん
追悼コンサート

日時
会場
出演

８月12日㈬14時～15時
川崎ルフロン１階（日進町1-11）
川崎小学校、市消防音楽隊

区役所地域振興課☎２０１-３１２７、
２０１-３２０９

＊川崎授産学園
〒210-0835川崎区追分町16-1
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

市民自主学級
「田島なかよしくらぶ」
　工作体験やカフェ運営体験などによ
る地域の小学生とシニア世代の交流
の場です。8月9日～28年3月の主に
日曜。全8回。プラザ田島他で。小
学生20人。材料費・保険料など実費。

7月15日10時から直
接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0846川崎区小田7-3-1
☎366-2475、 366-0033

市消防防災指導公社

普通救命講習会
　心肺蘇生法（＝写真）、自動体外式除
細動器（AED）の取り扱い方法などの
講義と実習。8月12日㈬13時半～16
時半。川崎消防署で。30人。 7月
28日9時から直接か電話で。［先着順］

かわさき老人福祉・地域交流センター ☎233-5592
221-5031

〒210-0026川崎区堤根34-15

上
手
に
で
き
る
か
な

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照


