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　東海道川崎宿をテーマにしたお祭りを開催します。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、麦わら細工
や着付けなどの体験コーナー、東海道川崎宿歴史ガイドツアー（事前申し込み
制）、フリーマーケットなどイベントが盛りだくさん。ぜひご来場ください。

◦紙相撲
◦工作
◦麦わら細工ハガキ作成
◦駕

か ご

籠かき
　（小学校低学年までの体重制限あり）

◦三角おむすびお絵かき
　（作品は場内で展示します）

◦お抹茶体験　など

その他

◦版画
◦昔遊び

会場内を巡るスタンプ
ラリーやキャラクター
の来場も予定

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 61tisin@city.kawasaki.jp
※フリーマーケットなどを除き雨天決行。当日の

開催可否については東海道かわさき宿交流館☎280-7321までお問い
合わせください。

　事前の書類・試食審査で選出された
2作品を1パックにして販売します（200
パック限定）。購入者及び審査員など
による投票で優勝作品を決定します。
また、プレゼントが当たる抽選券付き。
14時半からの表彰式にて発表。

　一般公募で集まった個人による販売を行います。

　ガイドが東海道川崎宿の歴史を案内します。
日時　❶10時半〜❷13時半〜
定員　各回20人［事前申込制］

3月16日までに電話か、住所、氏名、性別、年齢、
電話番号を記入し、メール、FAXにてお申し込みく
ださい。（定員に空きがある場合のみ当日受付有）

　無料で着物を着
付けします。着物で
お祭りをお楽しみく
ださい

東海道川崎宿
2023まつり

三角おむすびレシピコンテスト ステージパフォーマンス

体験

出店

フリーマーケット

東海道川崎宿
歴史ガイドツアー

参
加
費
無
料
！

　29年11月、川崎青年会議所主催イベ
ントで、「同時におむすびを握る最多人数」
1,876人のギネス記録を達成しました。

ギネス世界記録に認定！

着物着付け体験

川崎宿は江戸から数えて2番目の宿場町

4月1日㈰10時～ 15時稲毛公園

東海道五捨三次之内　川崎六郷渡舟

東海道かわさき宿交流館
〒210-0001本町1-8-4　☎280-7321 280-7314

毎週月曜休館（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

街道歩きをもっと楽しくするための講演
日時　3月17日㈯14時〜15時半
　　　（開場13時半）
場所　東海道かわさき宿交流館4階集会室
講師　草津宿街道交流館　館長　八

や

杉
すぎ

淳
じゅん

定員　当日先着80人

　東海道の宿場があった品川宿〜川崎宿間でスタンプ（５カ所）
を重ねると浮世絵が完成するスタンプラリーを開催します。

　スタンプ設置場所は、東海道かわさき
宿交流館、大田区観光情報センター、菓
子処大黒屋、ヤマキいとう、品川宿交流
館の５カ所です。※スタンプ台紙は、ス
タンプ設置場所などで配布しています

（川崎・大田・品川連携イベント）

日時　3月21日㈷14時〜15時半
　　　（開場13時半）
場所　東海道かわさき宿交流館4階集会室
出演者　前座（橘

たちばなや

家かな文
ぶん

）　
　　　　二ツ目（柳

やなぎや

家花
か

ん謝
しゃ

）
定員　当日先着80人

街道シリーズ「東海道と本陣」 ー前座・二ツ目激励ー 「お昼の落語」

時間 内容 出演者

9:50 太鼓 川崎太鼓連「創
そうせい

生」
お江戸日本橋体操 カルナ

10:20 津軽三味線 澤田道成
10:45 漫才 ザ・ショウマンＵ＆Ｍ
11:10 ガマの油売り 江戸　玉歳
11:35 マジックショー スヤマ　テルコ
12:00 大正琴 琴

きん

恭
きょう

蘭
らんかい

会
12:25 バナナの叩売り 麻布　十兵衛
12:50 外

ういろう

郎売りの口
こうじょう

上 外
ういろう

郎売りの口
こうじょう

上研究会
13:15 アニメソング 久城　ほゆき
13:45 演歌 藤本　恭子
14:15 三角おむすびパネルシアター おはなしのはな
14:30 三角おむすびレシピコンテスト 表彰式＆抽選会

◦豚汁
◦甘酒
◦フランクフルト

◦わたがし
◦がらくた市
◦川崎宿銘菓品

◦宿場納豆
◦手作り小物
◦竹小僧の配布

◦市内産農産物
など

◦地酒
◦駄菓子

3月1日㈭～
3月21日㈷

東海道浮世絵
スタンプラリー

Faceｂookにて
イベント告 知 の
シェアをしていた
だ い た 方 に は、

当日、シェア画面提示で景品
をプレゼントします。

……日本橋  品川宿  川崎宿  　 京都

東海道かわさき宿交流館☎280-7321 280-7314
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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

日 月 火 水 木 金 土
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

　平日は、大師・田島支所でも区役所と同様に住所異動の手続きができます
のでご利用ください。また、混雑緩和のため、区役所では区民課と保険年金
課（マイナンバー・住基カード関連業務、後期・介護保険料係、国民年金係を除
く）の窓口は第2・4土曜と3月31日も開設します。
時間　平日８時半～１７時、土曜開庁日（大師・田島支所は閉所）は８時半～
１２時半
※当日の区役所窓口の混雑状況については、区HPでお知らせしています。
※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）。

引っ越しシーズンで
区役所窓口が混雑します

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900　

３時間以上待ち
比較的空いています 土曜開庁日

2時間以上待ち 1時間以上待ち

4月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

３月
区役所窓口の混雑予想

３～４月
は

軟式globe。‘13

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
区役所地域支援担当☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶3日㈫
❷17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

❶3月20日❷4月3日
から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着
順］

1歳児
歯科健診 27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
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3157

（会場はいずれも区役所5階）4月の健診案内保健福祉
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
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

市民自主学級・市民自主企画事業
活動報告会

　地域や社会の課題解決に向け、子
育てや地域活動などをテーマに市民
と行政が協働して実施した学級及び
事業の活動内容などについて、各グ
ループが発表します。コメンテーター
は山澤和子氏（日本女子大学客員准
教授）。 3月18日㈰13時半～16時
半 教育文化会館 当日先着20人。

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　椅子に座って楽しく体を動かしなが
ら大声で笑う「笑いヨガ」をしません

か。 4月6日㈮10時～12時 プラ
ザ田島 当日先着25人 100円

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-9
富士通スタジアム川崎内

☎070-1339-8121 276-9144

市スポーツ協会

春のスポーツ教室
❶さわやか健康ヨガ❷エンジョイフラ
❸優しいピラティス ❶4月9日～6月
18日の月曜(4月30日を除く)9時半～
10時半、全10回❷4月5日～6月21日
の木曜(5月3日を除く)11時～12時、
全11回❸4月6日～6月22日の金曜
(5月4日を除く)9時半～10時半、全
11回 富士通スタジアム川崎かわＱ
ホール ❶6,000円❷❸
6,600円 中学生を除く15
歳 以 上、各35人 3
月20日(必着)までに必
要事項を記入し往復ハ
ガキか直接で。［抽選］

川崎区市民活動コーナーを見学してみませんか

～まちに出て人とふれあう～
『シニアのお出かけ情報マップ』

大ホールさよなら
記念事業

教文大ホール

　区内の市民活動団体が打ち合わせスペースとして利用できる会議室などを備
えた、区内３カ所（教育文化会館、大師・田島支所）の「市民活動コーナー」をご存
じですか。そのうちの一つ、教育文化会館内の「市民活動コーナー」を見学して、
今後利用してみませんか。市民活動及びボランティアに関する相談コーナーも。
日時　3月27日㈫13時～19時　※相談コーナーは13時～15時
場所　川崎区市民活動コーナー（教育文化会館１階）

区役所地域振興課☎２０１-３１３６ ２０１-３２０９

日時　３月３１日㈯１０時半～１７時（開場10時） 
場所　教育文化会館 大ホール
出演　キッズダンスコンテストに応募のあった小・中学生
　　　（小学生の部・中学生の部）
※その他、市内ダンススクールなどによるナンバーダン

ス、高校ダンス部による演技を披露
観覧　当日先着１，０００人  
主催　川崎青年会議所

教育文化会館☎233-6361 244-2347
ゲスト

　シニアが参加できる「いこい元気広場」や「まちの縁側」、
自主活動グループなどの情報を紹介しています。介護予
防の第一歩は、外に出掛け人と交流することです。新し
い出会いと発見のために、ぜひ活用してください。
配布場所　区役所地域支援担当、大師・田島地区健康
福祉ステーション（区ＨＰからもダウンロードできます）

区役所地域支援担当☎２０１-３２１４ ２０１-３２９２

かわさき区ビオラコンサート

日時　4月4日㈬12時10分～12時50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー 
出演　髙井千慧子（ソプラノ）、吉田徳子（フルート）、田中百合子（ピアノ）

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

SETO KENTO MIWA KEN TAKANORI
（LL BROTHERS）

頂～第3回キッズストリートダンスグランプリin川崎こども塾～

かわさき区の宝物ポップアップカードができました
　楽しみながら区の魅力について学べる「か
わさき区の宝物ポップアップカード」。3月
26日から区役所、支所などで配布します。
また、区HPからもダウンロードできます。

区役所地域振興課
☎201-3127 201-3209

テーマは「臨海
部・キングスカ
イフロントの
風景」です

　５０年の歴史がある教育文化会館大ホールが３月３１日で閉鎖されます。大ホールとの別れを惜しみ、川崎青年会
議所と連携して、ダンスコンテストを開催します。また、結果発表前には「教文大ホール閉鎖式典」を実施します。

審査員
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