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　市バス♥︎安全・安心フェスタは、交通局と川崎区、幸区、横浜市鶴見区が連携し
て開催するイベントです。当日は、市バス運転席体験や運転技能コンクールなど、
子どもも大人も楽しめるイベントが盛りだくさんです。ぜひ、ご来場ください。
日時　１０月８日㈷９時～１５時
場所　飛鳥ドライビングカレッジ川崎（下並木９７番地、八丁畷駅徒歩２分）
　　　※当日は、川崎駅と会場間を往復するシャトルバスを無料運行します

交通局管理課☎２００-２４９１ ２００-３９４６
　区役所危機管理担当☎２０１-３１３４ ２０１-３２０９

市バス運転席体験

運転技能コンクール

　川崎市バス・横浜市営バスの運転手と、飛鳥ドライビン
グカレッジ川崎の教官が優れた運転技能を披露します。

ラッピングバス展示

　新しいコラボラッピングバスをお披露目します。

交通安全母の会
自転車教室

スケアードストレート
交通安全教室

　スタントマンによる交通事故の再現で、交通事故
の危険を再認識できます。

　アメフット社会人リーグの迫力あるプレーを体感
してみませんか。日本社会人アメリカンフットボー
ル協会の協力により、区民５０組１００人（当日先着）
を招待します。この記事が招待券となりますので、切り取って持参してく
ださい。当日、区民招待受付で入場券（２試合共通）と引き換えます。
日時　９月１６日㈰ ９時半～１１時半（受け付け）
場所　富士通スタジアム川崎
試合　10時半開始　富士通フロンティアーズ × オール三菱ライオンズ
　　　13時半開始　アサヒビールシルバースター × ＩＢＭ ＢｉｇＢｌｕｅ

区役所地域振興課☎201-3231 201-3209

アメリカンフットボールＸリーグ区民招待
エックス

市バス　安全・安心
フェスタ２０１８で　 しもう！楽

10.8
 （祝）

　座学と実技で正しい自転車の乗り方が
学べます。
定員　５０人

９月２１日（必着）までに住所、氏名、
電話番号を記入しハガキで〒210-8570
川崎区役所危機管理担当☎201-3134
201-3209。［抽選］

キャラクター記念撮影会もあるよ！
時間　❶10時～ ❷14時～ 他にも催しがたくさん！

♥︎ミニ南武線体験試乗会
♥︎キックターゲット
♥︎パンクレス自転車体験
♥︎クイックアーム（反射神経測定）
♥︎市バスオリジナルグッズの販売
♥︎スタンプラリー
♥︎東海道おむすびをはじめとした
　グルメコーナーなどハローキティ ふろん太ノルフィン
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タージマン

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

日時　 10月3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　 クララ・ベルリンガーズ
　　　(ハンドベル)
曲目　トリッチトラッチポルカ、
　　　ふるさと他
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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

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
❶9月18日❷10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
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3212

（会場はいずれも区役所5階）10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
☎201-3231 201-3209

区役所地域振興課

東海道川崎宿2023公開講座【開校！】第
１回川崎宿大学～無形文化財を学ぶ～

　県選択無形民俗文化財である「川
崎山王祭りの宮座式」について学びま
す。 10月4日㈭18時～20時 区
役所7階会議室。
カローリング・ボッチャ体験＆
体力テスト会

　❶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。❷体力テスト会も同日
開催。 10月8日㈷❶13時半～15
時❷10時～12時（受け付けは11時
半まで） カルッツかわさき小体育室

動きやすい服装で室内履きを持参
❷は20～79歳の人。
パワフルかわさき区民綱引き大会
参加チーム募集

　子どもの部（1チーム小学生以下
12人、うち１～３年生４人以上）、女
子の部（１チーム８人）、大人の部（１
チーム12人、うち女性２人以上）に分
かれて試合を行います。 11月４日
㈰10時～15時 カルッツかわさき大
体育室 9月28日までに参加部門、
団体名、代表者氏名・住所・電話番号、
参加者氏名を電話かＦＡＸで。［事前申
込制］
特設行政相談所

　国の行政機関に対する意見や要望
について、総務大臣から委嘱を受け
た行政相談委員が相談を受け付けま
す。 ❶10月3日㈬❷10月4日㈭、
いずれも13時～16時 ❶イトーヨー
カドー川崎店（小田栄2－2－1）❷イ
トーヨーカドー川崎港町店（港町12－
1） 地域振興課（相談情報）☎201-
3132 201-3295。

＊川崎授産学園
☎201-3217 201-3293

区役所地域支援担当

すくすく子育てボランティア養成講座
　乳幼児健診での保護者の手伝いな
ど、地域の子育て支援を行うボラン
ティア養成講座。 ❶10月3日㈬❷
23日㈫、全2回、13時半～15時半
❶区役所5階講堂❷区役所4階第

4面接室 市内在住の20人 9月
15日から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3204 201-3291

区役所衛生課

結核予防週間
　9月24日～30日は結核予防週間
です。長引くせきや微熱など気にな
る症状がある場合は、早めに医療機
関を受診し、胸部エックス線検査を
受けましょう。

＊川崎授産学園
☎ 各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

保育連続講座「親子で遊ぼう」
　看護師による保健講座や保育士に
よるふれ合い遊び。 ❶10月23日
㈫❷10月31日㈬❸11月7日㈬、10
時～10時45分、全３回 ❶藤崎保
育園❷❸旭町こども文化センター
平成28年4月～29年3月生まれの子
どもと保護者20組 9月25日か
ら電話かFAXで区役所保育所等・地
域連携☎201-3319 201-3293。

［先着順］
ファミリー講座「リトミック」

　リズムに合わせて体を動かすリト
ミックで楽しく過ごしましょう。
10月27日㈯9時50分～10時30分、
10時50分～11時30分 地域子育
て支援センターむかい 就学前の子
どもと保護者や祖父母、地域の人な
ど 各 回10組 9月27日9時 から
電話（9時～16時半）かFAXで地域子
育て支援センターむかい☎ 244-
7730。［先着順］
パパもいっしょに！
ジョイフルサタデーよつば

　パパも一緒に参加して、お子さんと
ふれ合うひとときを楽しみましょう。リ
トミックやJAXAコズミックカレッジに
よるロケット作りなど。 10月20日㈯
9時半～12時 よつば保育園 ０歳
～就学前の子どもと保護者。リトミック

（15組）のみ要予約 10月9日から
電話かFAXで、よつば保育園☎288-
4289 270-3428。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

はじめてママの子育て
　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。 10月16日～11月20日の
火曜、10時～12時、全6回 教育
文化会館 4～10カ月の第１子と保
護者15組 9月25日10時から電話

で。［先着順］
不自由ってなんだろう
～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。

10月７日 ㈰14時 ～16時、8日 ㈷
10時 ～12時、11月11日 ㈰13時 半
～15時半、18日㈰10時半～12時半、
13時半～15時半、全5回 教育文
化会館 小学3年～中学生、30人
150円（保険に係る費用） 9月19日
10時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

田島寄席
　明治大学落語研究会による落語。

9月30日㈰14時～15時（開場13時
半） プラザ田島 当日先着65人。
元気！健康カフェ

　スポーツ吹き矢を楽しみます。
10月5日㈮10時～12時 プラザ田
島 100円 当日先着65人。

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

宮川病院公開講座「災害に備える」
　災害医療を通して、今私たちが備
えることを考えます。 10月27日㈯
14時～16時(開場13時半) プラザ
大師 60人 9月20日10時から直

接か電話で。［先着順］
「地域活動プランニング」
～仲間を作ってはじめよう～

　「いきいきと暮らせる地域」を企画
し実践してみませんか。 10月23
日、11月6日、20日、27日、12月
4日の火曜、14時～16時、全5回
プラザ大師 20歳以上の20人 9
月21日10時から直接か電話で。［先
着順］

＊川崎授産学園
☎233-5521 246-1595

川崎病院がん相談支援センター

がん患者サロン秋のお楽しみ会
　落語と手品などを披露します。
9月26日㈬14時～15時半 川崎病
院７階大会議室 がんを患っている
人とその家族。

＊川崎授産学園
〒210-0024日進町1-11

☎246-5500 211-8741

区社会福祉協議会

年末たすけあい運動「支援金」の申
請受け付け

　年末たすけあい募金をもとに、対
象となる世帯へ「支援金」を配布しま
す。詳細はお問い合わせください。

10月31日(必着)までに申請書と必
要書類を直接か郵送で。申請書は区
社会福祉協議会、区役所、支所など
で9月1日から配布。

　寝つきが悪い、途中で起きてしまう、なんだか元気が出ないなんて日
はありませんか？　健やかな睡眠をとり、元気なアタマで過ごす秘訣を教
えます。
講師　平沢記念病院　井川真理子氏
日時　１１月２７日㈫１４時～１６時（開場１３時半）
場所・定員　教育文化会館４階第１・２学習室、７０人

　平均寿命だけでなく健康寿命を延ばすことが大切です。要介護状態に
なる前のさまざまなサインに気づき、健康寿命を延ばす方法を学びましょ
う。
講師　東京都健康長寿医療センター研究所　大渕修一氏
日時　１０月２４日㈬14時～１５時４５分（開場１３時半）
場所・定員　区役所７階会議室、７０人

「介護予防のための身体づくり」

「不眠症と認知症に立ち向かう 元気なアタマで過ごす秘訣」

３０年度川崎区地域包括ケアシステム普及啓発講演会

知って得する、
人生１００年時代を生きる秘

ひ

訣
け つ

！
9月18日から電話か住所・氏名・年齢・電話番号・参加希望日を記入し

FAXで区役所地域ケア推進担当☎201-3202 201-3293。［先着順］

柳家わさび

〒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、直後の平日が休館）

日時　９月１９日㈬１４時～１５時半（開場１３時半）
出演　（前座）桃

とうげつあん

月庵ひしもち、（二つ目）柳家わさび
定員　当日先着８０人　

前座・二つ目激励　「お昼の落語」


