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　写真共有アプリ「インスタグラム」で人気の被写体である発電所や、映画のロケ地にも利用される昭和初
期建設の工場事務所、日本夜景遺産に登録されている展望室など、臨海部ならではのインスタ映えスポット
を撮影しながら見学します。
日時　11月30日㈮12時半～18時半　定員　40人　持ち物　カメラや携帯電話など写真撮影できるもの
費用　200円（保険料）　撮影アドバイス　中村風

かざ

詩
し と

人（フォトグラファー）
見学先　東京電力フュエル＆パワー（株）川崎火力発電所、昭和電工（株）川崎事業所本事務所 他

10月26日（必着）までに区ＨＰか氏名（ふりがな）、住所、年齢、電話番号を記入し往復ハガキで〒２１０－
８５７０区役所地域振興課☎︎201-3127 201-3209 ［抽選］

　カルッツかわさきのスポーツデー（個人利用）では、申し込み不要でさまざまなスポー
ツを楽しめます。指導者がつくプログラムもあり、どなたでも楽しく運動ができます。
この秋に、ぜひあなた好みのスポーツを見つけてみませんか。

カルッツかわさき☎︎222-5211 222-5122

週間スケジュール（10〜12月）

カルッツかわさきで、

工場地帯を巡る「インスタ映え」バスツアー

※受け付けは当日開始30分前。定員・持ち物など
の詳細は問い合わせるか施設HPをご覧ください
※ボールや、ラケットなどの用具貸
し出しはありません
※天候・施設状況などにより日程を
変更したり中止したりする場合があ
ります

月 火 水 木 金

はじめて太極拳 
15：20～16：05

【16歳以上】

卓球タイム 
9：30～12：30

【小学生以上】

バドミントンタイム 
9：30～12：30 

【小学生以上】 バスケット
ボールタイム 
❶小中学生 
18：00～19：00 
❷高校生以上 
19：00～21：00

バレエストレッチ 
13：00～14：00 

【16歳以上】
健康体操 
10：00～11：00 

【40歳以上】

バドミントン
タイム 
9：30～12：30

【小学生以上】親子離れ体操 
10：30～11：30 

【未就学児】

アロマストレッチ 
13：05～13：50 

【16歳以上】

卓球タイム 
19：00～21：00

【16歳以上】
はじめてヨーガ
16：15～17：00 

【16歳以上】

親子体操 
11：10～12：10 

【2～3歳】

卓球タイム 
13：30～16：30

【小学生以上】

はじめてエアロ 
12：10～12：55 

【16歳以上】

HIPHOP 
14：00～14：45 

【16歳以上】

カローリング体験 
19：00～20：30 
※第３水曜のみ 

【小学生以上】

ヨーガ月

太極拳月

親子体操木

健康体操木

エアロ火

親子離れ体操火

アロマストレッチ火
バレエストレッチ水

お待ちしています！
（カルッツかわさきスタッフ一同）

子ども
（17歳以下）
150円

※中高生は学生証提示の場合、150円
※障害者手帳持参の場合、無料

大人
（18歳以上）
300円

利
用

料金

かわさき産業ミュージアム

さあ、スポーツを始めよう！
HIPHOP火

カルッツ
かわさきHP

＝指導者あり

東京電力フュエル＆パワー（株）川崎火力発電所
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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

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

❶6日㈫
❷20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
❶10月16日❷11月6
日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

16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）11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
☎各記事に記載 201-3209

区役所地域振興課

夢ライブ
　地域の青少年バンドを中心としたライ
ブ。 11月3日㈷11時～16時。雨天中
止 市民祭り会場内 ☎201-3133
アメフット体験イベント

　社会人選手によるデモンストレー
ション・体験教室、ユニフォーム・防具
試着コーナー。 11月3日㈷10時～
16時。荒天中止 富士通スタジアム
川崎 ☎201-3231

＊川崎授産学園
☎各記事に記載 201-3293

区役所地域支援担当

子どものアレルギー
　アレルギーと上手に付き合う方法
などを学びます。 10月30日㈫9時
45分～11時45分 区役所５階 区
内在住の小学生以下の子どもの保護
者。保育あり（先着10人、要予約）

10月26日までに電話かFAXで☎
201-3214。［事前申込制］
ウォーキング講座

　女性のための姿勢＆歩き方講座。

10月31日㈬14時～16時 区役
所５階 20人 10月15日から直
接か電話で☎201-3214 ［先着順］
プレママランチ会

　プレママ同士で料理を作り、楽しくラ
ンチをしませんか。妊娠期の食事や歯
のブラッシング法、産後の手続きにつ
いて学べます。三角巾、エプロン、布
巾持参 11月22日㈭9時半～13時40
分 区役所５階 第１子妊娠中の母親
15人 食材料実費 10月15日から直
接か電話で☎201-3212 ［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

食育とおやつ作り
　幼児期の食育を学びながら、一緒
におやつを作りませんか。講師：室賀
伊都子氏（管理栄養士） 11月29日
㈭10時～12時 教育文化会館 2
～3歳の子どもと保護者15組 1組
500円（材料費 他）。保育あり 10月
30日10時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

伝統文化親子書道講座
　正しい姿勢や書き方など「書道」を
親子で楽しく学びます。習字道具一

式（筆・硯
すずり

・墨・半紙・下敷き）持参 11
月10日、24日、12月8日 の 土 曜、
13時半～15時半、全3回 プラザ
大師 小学１～中学3年生と保護者
20組 1人3,000円 10月19日10
時から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

「こども食堂」についての学習会
　大田区で「こども食堂」を運営してい
る近藤博子さんにお話を伺います。
10月16日㈫10時～12時（開場9時半）

プラザ田島学習室 当日先着50人。
まちの音楽家たちのミニコンサート

　クラシック音楽などの演奏会。多摩
川ストリングスの演奏で音楽の秋を満
喫しましょう。 10月28日㈰14時～
15時（開場13時半） プラザ田島学
習室 当日先着65人。
新１年生準備講座

「わくわく？ドキドキ？１年生」
　初めての学校生活の情報収集ができ
る講座。 11月1日～29日の木曜、10時
～12時、全5回 プラザ田島 就学前
の子どもの保護者20人 保育あり（先
着8人、要予約。1人900円） 10月18
日10時から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎ 各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

パパもいっしょに！
ジョイフルサタデーあすなろ

　食育コーナーやおもちゃ制作、触れ合
い遊びなど、土曜のひとときを家族みん
なで楽しく過ごしませんか。 11月10日
㈯9時半～12時 ゆめいく日進町保育
園 就学前の子どもと保護者、これか
らパパ・ママになる人 ゆめいく日進町
保育園☎221-7035 221-7036

食育・離乳食講座
　素材を生かす、そしゃくを促す、子
どもが意欲的に食べるなど、成長に
合わせた離乳食の進め方などが学べ
ます。 ❶11月13日㈫11時15分～
12時❷11月21日㈬10時半～11時15
分❸11月26日㈪10時15分～11時
❶大島・大島乳児保育園❷地域子育て
支援センターふじさき❸東小田保育園
❶4～8カ月の子どもと保護者10組

❷9～11カ月の子どもと保護者7組❸
4～11カ月の子どもと保護者7組
❶10月15日❷10月22日❸10月26日
から、いずれも電話か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

　体を動かしながら子どもと触れ合っ
て遊びます。祖父母や地域の人の参
加も大歓迎です。 12月8日㈯❶9時
50分 ～10時 半❷10時50分 ～11時
半 大島・大島乳児保育園 歩くこと
ができる1～3歳の子どもと保護者・祖
父母、各回10組、地域の人若干名

11月8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］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280-7321 280-7314

東海道かわさき宿交流館

江戸時代の粋に遊ぶシリーズ「水芸」
　監修：松

しょうきょく

旭斎
さい

正
まさ

恵
え

。
10月20日㈯14時～15時
半（開場13時半） 東海道
かわさき宿交流館４階集
会室 1500円 当日先着80人。
企画展示 「かわさきでアート2018」

　 11月1日～30日 東海道かわさき
宿交流館。

新川通り：全面通行禁止
市役所通り・小川町線（京急高架下通り）：片側車線の対面通行
規制時間：13時半～16時

区民車座集会～傍聴者募集～
　「区内で広がりを見せる『こども食堂』をひ
とつのきっかけとした、子どもの居場所づく
りや地域づくりの推進」をテーマに、既に「こ
ども食堂」を運営している団体や、これから

「こども食堂」を始めようとしている団体を
交えて、市長と意見交換します。
日時　10月31日㈬18時～20時(開場17時半)　場所　かわさき障害者
福祉施設たじま地域交流スペース(田島町20-10、鋼管通り三丁目バス停
徒歩3分)　傍聴　当日先着50人
※保育（事前申込制。前日正午まで）、手話通訳あり。詳細は問い合わせ

るか市ＨＰをご覧ください。また、当日の様子はインターネットで動画配
信します。市ＨＰ「市長の部屋」からアクセスしてください
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900。区役所企画課

☎201-3267 201-3209

かわさき区ビオラコンサート

日時　10月24日㈬12時10分～12時50分
会場　田島支所3階会議室 
出演　ジャムスタンマジック
曲目　かわさきの空へ　他

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

日時　１1月7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　プロムカルテット（サクソフォン4重奏）
曲目　銀河鉄道999、もみじ　他

定例コンサート

出張コンサート

10
28

　公共交通機関の利用や
迂
う

回
かい

をお願いします。
　また、市バス・臨港バス
は、大幅な遅れが予想さ
れますので、ご注意くだ
さい。車両規制の範囲・
時間は変更する場合があ
りますので、最新の情報
は問い合わせるかカワサ
キハロウィンHPをご確認
ください。

カワサキハロウィンプロジェクト☎233-1934 222-8004
経済労働局商業振興課☎200-2352 200-3920

日 カワサキハロウィンパレード
車両規制

川崎
郵便
局
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