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発見！
川崎宿ウォーク

　首都直下型の大地震は今後３０年
間に７０％の確率で発生する可能性
があります。市内で唯一海に面して
いる川崎区では、巨大地震の際に
津波が発生し、区内の広範囲が浸
水することが想定されます。訓練に

参加して、津波への防
災力を高めましょう。

日　　時　12月9日㈰9時半～11時半
場　　所　新町小学校（渡田新町3-15-1）
対象地域　小田栄１丁目、渡田３丁目、渡田４丁目、渡田新町３丁目
　　　　　※対象地域以外の人も参加可能です
内　　容　　
情報伝達・津波避難
訓練（9時半～）

津波警報の発表を防災行政無線や広報車などで伝
えます。参加者は指定された津波避難施設へ徒歩
による避難を行います

防災体験 消火体験・煙体験・起震体験・ホースキット訓練など
防災講座 津波避難に関する講座

　市では、東北大学・東京大学・富
士通と津波被害の軽減に向けた研
究を進めています。

　当日は、適切な避難
行動を支援するスマート
フォンアプリを活用した
社会実験を行います。
訓練時の避難行動のデータなどは、
今後の津波対策に活用させていた
だきます。
総務企画局危機管理室

☎200-2842 200-3972

区役所地域振興課☎201-3136 201-3209

●スタンプ帳配布場所　９時～14時
　JR川崎駅東口広場（坂本九の歌碑前）
　港町駅（美空ひばりの歌碑）
　八

はっちょうなわて

丁畷駅前（無縁塚）

●景品交換　９時～１６時
　稲毛公園
　八丁畷駅前（無縁塚）

受け付け15時半まで
1カ所＝1ポイント

1クイズ＝1ポイント

受け付け15時半まで
1体験＝1ポイント

　旧東海道にまつわる史跡など６カ所で、
クイズに挑戦しよう。

※チラシは区役所、支所などで配布中

東海道かわさき宿交流館

　麦わら細工やおむすび絵馬ぬり絵
などの体験をしよう。

●スタンプ設置場所
①港町駅　②徳泉寺　③六郷の渡し　④川崎稲荷社　
⑤田中本陣跡　⑥一行寺　⑦宗三寺　
⑧東海道かわさき宿交流館　⑨幸福寺　⑩稲毛神社　
⑪榎様　⑫妙遠寺　⑬佐藤本陣跡
⑭ＪＲ川崎駅東口広場　⑮教安寺　⑯川崎小学校　
⑰芭蕉の句碑　⑱無縁塚　⑲夫婦橋

●    全てクリア（３０ポイント）でオリジナル手拭いをプレゼント
●    を２０ポイント以上（うち体験１ポイント以上）クリアで 

三角おむすびストラップをプレゼント
●    を１０ポイント以上（うち体験１ポイント以上）クリアで麦わ

ら細工絵はがきセットなどをプレゼント

ポイント
を集める

と

景品が
もらえる！

　旧東海道を中心とした川崎の歴史スポットなど全30カ所を巡るスタンプラリー、クイ
ズラリーを開催します！　沿道の店舗の割引サービスや歴史紹介など、おもてなしの企
画が盛りだくさん。旧東海道を歩いて、学んで、遊んで、食べて楽しむ、川崎区なら
ではのイベントです。

川崎市津波避難訓練を開催します

スタンプ
ラリー

クイズ
体験

クイズ

体験チャレンジ

区役所危機管理担当
☎201-3335 201-3209

詳しくは
チラシまたは区HPで！

宿場入り口に掲げられ

た、宿場に泊まる大名

の名を書いた札とは？

川崎宿ウォーク

こんなク
イズだよ

！

スタンプラリー

三角おむすび発
祥
の
地

いざというときのために～津波に備えて～

スタート ゴール
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12月1日「世界エイズデー」に合わせて、12月4日㈫のHIV即日検査人数を20人に拡大して行います。上表参照。 区役所衛生課☎201-3204

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

❶4日㈫ 8時45分～
10時半

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
❶20人❷10人

無料
❶11月20日❷12月4
日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］❷18日㈫ 8時45分～

9時45分
1歳児
歯科
健診

14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）12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
☎201-3127 201-3209

区役所地域振興課

かわさき産業ミュージアム講座
　区の昔の暮らしや創業100年を超
える企業の取り組みを学びませんか。
❶川崎臨海部のなりわいと暮らし（講
師：高橋典子氏〔シルク博物館学芸
員〕）❷ヤマネノシゴト（講師：山根崇氏

〔山根工務店社長〕） ❶11月19日
㈪14時 ～16時 ❷11月27日 ㈫14時
～16時 いずれも区役所7階 いず
れも当日先着40人。
かわさき区ビオラコンサート

　❶荒井伝太氏（ピアノ＆ボーカル）
による「オータムコンサートinアトレ
川崎」❷市消防音楽隊による「坂本九
さん生誕記念コンサート」 ❶11月
18日㈰13時～13時半、14時半～
15時 ❷12月5日 ㈬12時10分 ～12
時50分 ❶アトレ川崎１階ツバキひ
ろば（駅前本町26-1）❷市役所第３
庁舎１階ロビー。

＊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　わたりだ

　家族みんなで親子ビクスをしたり、
簡単クッキングをしたりしませんか。

11月17日㈯9時半～12時 わたり
だ保育園 就学前の子どもと保護者、
これからパパ・ママになる人 わたり
だ保育園☎223-8257 223-8258
体験保育「親子でランチ」

　親子で子どもと同じ年齢の園児と
一緒に遊んだり、給食を食べたりしま
す。 12月13日、20日、1月10日、
24日、2月14日、28日、3月7日（東
小田のみ翌日）、14日の木曜、9時

から食事終了まで 大島・大島乳児保
育園、東小田保育園、藤崎保育園
10カ月～就学前の子どもと保護者、
各園各日2組 11月20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
☎201-3214 201-3293

区役所地域支援担当

ウオーキング講座
　いつまでも元気にウオーキングを続
けるこつを学びます。 12月20日㈭
14時～16時 区役所５階 20人
11月15日から電話で。［先着順］
認知症高齢者介護教室

　認知症の人への関わりや、介護の
ヒントをスウェーデン発祥のケア手法
から学びます。 12月6日㈭13時半
～15時 区役所５階 30人 11月
15日から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

スポーツチャンバラ体験教室
　スポーツチャンバラを体験しながら
友達を作りましょう。 12月25日㈫
10時～12時 教育文化会館 区内
の小学3～6年生20人 50円（保険
に係る費用） 11月15日10時から電
話で。［先着順］
人形劇で笑顔がいっぱいまちづくり

　人形の作り方から、劇の上演まで
学び、地域で活躍しましょう。 1月
15日㈫、23日㈬、29日㈫、2月5日
㈫、12日㈫、10時 ～12時、 全5回

教育文化会館 原則区内在住でお
おむね50歳以上の20人 500円（材
料費） 12月4日10時から直接か電
話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

プラザ大師まつり
　プラザ大師で活動している団体が
学習成果を発表し、地域交流を図り
ます。作品展示、本のリユースコー
ナーなど。詳細はお問い合わせくだ
さい。 プラザ大師。

日程 時間 内容

11/17
㈯

10時～15時
体験ひろば
おはなし会
フラダンス体験

18時～20時 ダンス体験
11/18

㈰ 10時～12時 サークル発表会

歩いてこころと身体を健康に
　総合新川橋病院のリハビリテーショ
ン科の講師による正しい歩き方、靴
の選び方や心臓疾患を予防する歩行
法などの講座。 12月13日㈭10時
～12時 プラザ大師 50人 11月
21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

東海林のり子講演会
　「いきいき人生の秘

ひ け つ

訣」をテーマに講
演。 11月18日㈰14時～15時 プ
ラザ田島 当日先着65人。
元気！ 健康カフェ

　ギターとハーモニカの伴奏で懐かし
の昭和歌謡を一緒に歌います。 12
月7日㈮10時～12時 プラザ田島
当日先着65人 100円。

＊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

街道シリーズ「縄文ロード」～諏訪・八ケ岳
と多摩・武蔵野を結んだ古街道の謎～

　講師：宮田太郎氏（歴史古街道研究
家）。 11月17日㈯14時から（開場
13時半） 東海道かわさき宿交流館4
階 当日先着80人。
江戸時代の粋に遊ぶシリーズ「端唄」

　山本ゆきの氏、こうの
ゆかり

紫氏による

端唄の演奏 12月8日㈯14時から（開
場13時半） 東海道かわさき宿交流
館4階 1500円 当日先着80人。

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見1-1-4

☎222-5211 222-5122

カルッツかわさき

スポーツ・文化教室参加者募集
　❶かんたんエアロ❷リラクゼーショ
ンヨーガ❸歌で学ぶフランス語入門・
実践講座(後期) ❶1月10日からの
木 曜、12時40分 ～13時40分、 全
10回❷1月10日からの木曜、9時10
分～10時10分、全10回❸1月9日か
らの水曜、14時半～16時、全８回
カルッツかわさき いずれも7,500円

いずれも16歳以上❶30人❷40人
❸20人 11月27日(必着)までに必
要事項を記入し往復ハガキか同施設
HPで。［抽選］

＊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

川崎区社協福祉まつり
　福祉を知ってもらうお祭りです。パ
ンなど自主製品販売、パラスポーツ・
福祉活動体験コーナー、塗り絵・折り紙・
バルーンアートコーナー、誰もが立ち
寄れる憩いの場「まちの縁側」を体験で
きるブースなど。 12月1日㈯10時
～15時 教育文化会館。

川崎ブレイブサンダース ホームゲーム区民招待
　区民の皆さんをホームゲームに招待します。コー
トが近く、スピード感のある試合が魅力です。チア
や音楽・光の演出、アリーナグルメなどもお楽しみ
いただけます！
試合開始日時　１２月８日㈯１８時５分、１２月９日㈰
１６時５分。いずれも横浜ビー・コルセアーズ戦　
場所　とどろきアリーナ
対象　各日区内在住の100人

11月24日（必着）までに往復ハガキに❶氏名・ふり
がな❷住所❸電話番号❹希望日❺観戦人数（4人まで）を記入して〒212-
0013幸区堀川町580ソリッドスクエア東館４階㈱ＤeNA川崎ブレイブサ
ンダースチケット部川崎区民招待受付担当か応募用ＨＰで。

［抽選］。結果は12月１日㈯までに連絡
区役所地域振興課☎201-3231 201-3209

自転車駐輪場の整備
…建設緑政局自転車利活
用推進室☎200-2304
200-3979。自転車駐輪
場の利用…川崎市ビルメンテナンス業協同組合・サイカパーキング共同体☎
0120-80-3795 874-0052。

　1月31日に自転車等駐車場第５施設の自転車部分を廃止します。ま
た、１２月１日から太田総合病院前の京浜急行高架下に約７４０台収容でき
る（仮称）自転車等駐車場第11施設を新たに開設します。

川崎駅東口周辺自転車等駐車場の
一部廃止および新規開設について

（仮称）第11施設
12/1 オープン

第5施設
1/31 一部廃止

（自転車）

（仮称）第１１施設
利用料金（自転車のみ）
一時利用 120円
定期1カ月 2,000円
定期3カ月 5,700円

応募用HP▶
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＃0 藤井祐眞 選手

山本ゆきの こうの紫
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