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あそべる！ つながる！ みんなともだち！
子どもも大人も楽しく交流できるイベントです。

　区内保育施設の園児による作品
展。子どもたちの笑顔あふれる楽
しい作品を展示しています。
日時　9月2日㈪13時～19時、
　　　3日㈫～6日㈮9時～19時、
　　　7日㈯9時半～14時 
　　　※5日㈭は休催。
場所　教育文化会館１階イベント
　　　ホール

かわさきくほいくしせつ作品展
同時開催

日時　9月7日㈯9時半～14時　場所　教育文化会館　
対象　主に未就学児と保護者

【イベントコンサート】●A
ア ダ ー ジ ョ

dagioのがっきまつり❶9時35分～9時50分❷10時～10時20分
●藤原明美先生の親子体操❶10時50分～11時10分❷11時25分～11時45分、各回50
組（9時半から6階で整理券配布）●カリヨンのおんがくえほんコンサート12時20分～13時

他にも、絵本読み聞かせや遊びコーナー、スタンプラリーなどの催しがあります。
※ベビーカーは１階で預かりますので、抱っこひもなどを持参してください。駐輪スペースに限りがあるため、公共交通機関を
ご利用ください。英語、中国語、スペイン語の通訳がいます。荒天時の開催は、当日9時以降に区HPに掲載します。

区役所地域ケア推進課　☎︎201-3210 201-3293

この他のプログラムは特設HPで
カルッツかわさきスポーツ施設担当

☎222-5211 222-5122 
（受付時間：9時～21時半）

▲カルッツかわさき
　イベント特設HP

時間　15時半～17時
参加方法　当日受け付
け（15時半から受け付
け開始）

アスリートに挑戦!! 小学生パラスポーツチャレンジ

日時　❶8月24日㈯17時　富士通フロンティアーズ vs ＩＢＭ BigBlue
　　　❷25日㈰17時　オービックシーガルズ vs オール三菱ライオンズ　
料金　自由席（前売り1,500円、当日2,000円、高校生以下無料）。指定席は
お問い合わせください。かんたんアメフトミニ
講座、ハーフタイムのアメフト体験他も。※
当日券のみ割引あり。詳細は市版6面を参照
場所　富士通スタジアム川崎　

日本社会人アメリカンフットボール協会
☎︎03-6455-5272 03-6455-5271

社会人アメフットＸリーグ　2019秋季リーグ開幕

川崎名物のギョーザに加えて、全国からギョーザ店が集結！　詳細は市版4面を参照
2019全国餃

ぎょう

子
ざ

まつりｉｎかわさき

8月24日・25日は富士見で盛り上がろう！同 日 開 催

パラスポーツ体験会
　車いすバスケットボール・車いすアメフト・
ボッチャ・ブラインドサッカーが体験できます。
時間　13時半～15時　
参加方法　当日受け付け（13時半から受け
付け開始）

富士通
スタジアム
川崎会場

ラゾーナ
川崎プラザ

会場

Ｘリーグ開幕！
車いすアメフト
体験

市版3面へ

　川崎ゆかりのアスリートたちと一緒にゲーム感覚でパラスポーツが楽しめます。
時間　12時～13時半（9時45分から受け付け開始）　

参加方法　小学生以下、当日先着100人
ゲストアスリート　原口翔太郎選手（ビーチサッカー日本代表）、鳥居健人選手（ブラインドサッカー・リオ日
本代表）、富士通レッドウェーブ（女子バスケットボールチーム）、川崎WSC（車いすバスケットボールチーム）、
プロレスリングHEAT-UP（プロレス団体・川崎を拠点として活動）、その他にもゲストアスリート多数出演
ゲーム内容　電動車いすリレー、車いすアメフトリレー、車いす綱引き　他

カルッツ
かわさき
会場

　さまざまなパラスポーツを
体験できるイベントが盛りだく
さん！　川崎ゆかりのアスリー
トたちと一緒にパラスポーツ
で夏の思い出をつくろう！

8/25(日)
10時～17時

場所：カルッツかわさき他
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カルッツかわさき　スーパー体育塾 川崎区子ども自転車大会
出場者募集

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。
区役所地域支援課☎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
❶8月20日❷9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
9月25日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）9月の健診案内地域みまもり
支援センター

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

かわさき区ビオラコンサート
　出演…東京交響楽団（チェロ：黄

こう

原
はら

 
亮
りょう

司
じ

、ピアノ：水野ゆみ）曲目…愛の
挨拶、白鳥 他 9月4日㈬12時10分
～12時50
分 市役所
第3庁 舎1階
ロビー。
小田公園夏のお楽しみ大会

　スーパーボールすくい、水鉄砲射
的、紙相撲、手品など夏の思い出
づくりに家族で出掛けてみませんか。

8月24日㈯15時50分～17時。 雨
天中止 小田公園 当日先着200人

（当日15時半から参加券を配布）。

＊川崎授産学園
☎201-3203 201-3293

地域ケア推進課

川崎区通訳・翻訳ボランティア交流会
　通訳・翻訳ボランティアのスキルアッ

プのための講演と交流会です。 10
月19日㈯14時～16時 教育文化会
館 通訳・翻訳ボランティア、ボラン
ティアに関心のある40人 8月21日
から電話かFAXで。［先着順］
通訳・翻訳ボランティア募集

　区内の日本語を母語としない子ども
や保護者が安心して生活できるよう、
通訳・翻訳の支援をするボランティア
を募集します。 タガログ、スペイン、
ポルトガル、ベトナム語の通訳・翻訳
ができる人 随時、電話かFAXで。

＊川崎授産学園
☎201-3206 201-3293

区役所地域支援課

市民向け認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく知り、対応に
ついて学ぶ基礎講座です。 9月13
日㈮14時～15時半（開場13時半）
区役所7階 50人 8月20日から直
接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3319 201-3293

区役所保育所等・地域連携

離乳食講座「おいしく た・べ・よ」
　素材を生かし、そしゃくを促し、子
どもが意欲的に食べる離乳食の進め
方が学べます。 9月25日㈬10時半
～11時15分 地域子育て支援セン
ターふじさき 離乳食を始めている子
どもと保護者7組 8月26日から直接
か電話で地域子育て支援センターふ
じさき☎211-1357 ［先着順］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

幼児期の子育て
　子育て中の親同士で、幼児期に大
切にしたい遊びや食事などについて学
びませんか。３回目は森遊びをします。

9月19日、26日、28日、10月3日、
10日の木曜（9月28日のみ土曜）、10
時～12時、全5回 同館他 区内在
住の3歳以上の未就学児と保護者15
組。保育あり（1歳半以上の未就園児
先着10人、1,000円、要予約） 500
円 8月20日から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

シニア社会参加支援事業「初めての楽
しい俳句～心と体をリフレッシュ～」

　たむら葉氏による俳句講座。初心
者大歓迎。 10月2日～10月30日
の水曜、10時～12時、 全5回 同
館学習室 30人 9月3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

元気！健康カフェ
　小田祥大氏（はなまる元気塾塾長）に
よる元気になる体操講座。 9月6日
㈮10時～12時（開場9時半） 同館学
習室 100円 当日先着50人。
Happy!子育てタイム

　子どもと一緒の時間を楽しく過ごす
ためのヒントが詰まった講座。 9月
5日、12日、26日、28日、10月3
日の木曜（9月28日のみ土曜）、10時

～12時（9月26日のみ13時まで）、全
5回 同館 未就学児を持つ保護者
20人。保育あり（2歳以上、先着8人、
900円、 要予約） 8月15日10時か
ら直接か電話かＦＡＸで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎200-2828 200-3979

建設緑政局自転車利活用推進室

新川通り駐輪場（第4施設）の一時
閉鎖と時間利用駐輪場の新規開設

　新川通り自転車通行環境整備工事
に伴い、駐輪場の一時閉鎖と時間利
用駐輪場の新規開設を行います。工
事期間中は、京浜急行高架下（第11
施設）など、近隣の駐輪場をご利用く
ださい。

＊川崎授産学園
☎280-7321 280-7314

東海道かわさき宿交流館

川崎区内 見どころパネル展
　区内の史跡などを紹介。 展示中、
8月25日まで 同館3階。
江戸時代の粋に遊ぶ「女流義太夫」

　「チャリ場」といわれる義太夫節の滑稽
場面をお楽しみください。出演：浄瑠璃 
竹
たけもと

本越
こしわか

若、三味線 鶴
つるざわ

澤賀
か ず

寿 8月24
日㈯14時～15時半(開場13時半) 同
館4階 1,500円 当日先着100人。

　川崎ゆかりのアスリートによる指導で、子どもたちにさまざまなスポーツとの出会いの場を提供します。
　事故に遭わな
いために、警察
官や交通関係者
の指導を受けな
がら、知識と技能を競ってみませんか。
日時　9月14日㈯9時～13時（受け付け開始
8時半）　場所　向小学校　対象　小学3～6
年生の選手1～4人と保護者1人のチーム30組

8月23日までにチーム名、保護者氏
名、住所、電話番号、選手氏名、学年を
記入しＦＡＸかメールで区役所
危機管理担当☎201-3134
201-3209 61kikika@city.
kawasaki.jp ［先着順］

場所　カルッツかわさき小体育室　定員　各回当日先着50人　費用　各回500円
各回、開始30分前から地下スポーツ受付にて　※動きやすい服装で室内シューズ持参
カルッツかわさきスポーツ施設担当☎222-5211 222-5122（受付時間：9時～21時半）
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太田総合病院

東田公園

新川橋
交差点

川崎南町
交番

小土呂橋
交差点

川崎駅前南
交差点駐輪場

（第11施設） 8月23日（金）
時間利用
駐輪場の
新規開設

8月29日（木）1時
（28日のJR終電終了後）
駐輪場一時閉鎖

発見！

　川崎駅近くの市内最大の囲碁・将棋サロ
ン「京浜川崎クラブ」をご存じですか。休日
には小学生から90代まで100人以上が来
場し、囲碁・将棋を通して多世代交流が行
われています。子どもや初心者向け教室も
あり、見学も大歓迎。英語での対応も行っています。気軽な集いの場所と
して足を運んでみませんか。場所や席料など詳細は施設HPで。

区役所企画課☎201-3267 201-3209

囲碁・将棋サロン「京浜川崎クラブ」

※ 「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

◀京浜川崎
クラブHP

Vol.2

▲区HP

日時　8月19日㈪
❶15時半～16時半　対象　小学1～3年生
❷17時～18時　　　対象　小学4～6年生
内容　 走る・かわす・投げる、キャッチするなどの

テクニックとフラッ
グフットボールの基
礎を伝授します。

講師　 小林貴
たかし

選手（アメフ
ト　アサヒビールシ
ルバースター所属）

日時　9月2日㈪
❶15時半～16時半　対象　小学1～3年生
❷17時～18時　　　対象　小学4～6年生
内容　 跳ぶ・拾うなどの技とトス・レシーブなどの

バレーの基本技
を伝授します。

講師　 村上斉
ひとし

選手（ビー
チバレー　川崎
マリエンホーム選
手） © JBV
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