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川崎区総合防災訓練
いざというときのために“災害時の備え”

キャラクター撮影会
❶10時～ ❷11時～ ❸13時～

大好評！
未来の乗り物

「ＩＮＭＯＴＩＯＮ」が再び登場！
インモーション

令和元年度第１回

　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１４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

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
技術と接遇能力を披露！

ノルフィン

他にも催しがたくさん！
▶交通安全マスコット、
　オリジナルうちわ作成
▶キックターゲット
▶クイックアーム、
　クイックステップ（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
▶麦わら細工体験、おむすびぬり絵
▶�東海道三角おむすびをはじめとし
たグルメコーナー　など

　普段体験できないような、さまざまな参加型の訓練
を実施します。ちびっこ消防服を着て「太

た す け

助」との記念
撮影やスタンプラリー、親子で楽しめるコーナー他、
防災に関するいろいろな体験がめじろ押し。楽しみな
がら、災害時の対応を学びませんか。
日時　９月２８日㈯９時～１１時１５分
場所　さくら小学校
内容　煙体験ハウス、応急給水体験、水消火器体験、
ＡＥＤ体験、応急救護訓練、災害時口腔ケア、スタン
プラリー、写真撮影コーナー他�
区役所危機管理担当☎２０１-３３２７ 201-3209

市バス♥安全・安心フェスタ２０１９で楽しもう！

運転席体験

運転技能・接遇
コンクール

ラッピングバス展示

未来の乗り物
体験試乗会

　座学と実技を通して正しい自
転車の乗り方が学べます。
定員　50人

9月27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］

交通安全母の会自転車教室

毎年大人気の
コラボラッピングバス

運転席で

格好よく記念撮影！

アメリカンフットボール（Ｘリーグ）区民招待
　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、区民招待受け付けで入
場券と引き換えます。その他かんたんアメフトミニ
講座、試合前のフィールドクルーズなど、各種イベ
ントも用意しています。
日時　9月29日㈰　場所　富士通スタジアム川崎
試合開始　14時～（受け付け13時～）

　地震や大雨などの災
害時、 君はどう行動す
る？ 知っているだけでは、
いざというときに体が動
かないよ！ だから繰り返
し訓練して、 慣れておく
ことが大切なんだ！
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区役所地域振興課☎２０１-３231 201-3209

アメフトミニ講座
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9月24日～30日「結核予防週間」　せきや微熱等の症状が2週間以上続く場合は、受診し胸部X線検査を受けましょう。 区役所衛生課☎201-3204 ☎201-3291

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

❶1日㈫
❷15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
各10人

無料
❶9月17日❷10月1日から
電話で区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

25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
10月23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）10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
☎各記事に記載 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：ラ・ベル・カンタービレ(ミュー
ジックベル)。曲名：剣の舞、哀愁のロ
シアンメロディ他。 10月2日㈬12
時10分 ～12
時50分 市
役所第3庁舎
1階ロビー
☎201-3127
文化の秋の産業ミュージアム講座

　区内の地域史・産業史などについ
て学んでみませんか。詳細は区HPを
ご覧ください。❶オーディオを聴き日
本コロムビアの企業史に触れる講座
❷琉球舞踊を踊り沖縄と川崎のつな
がりを体感する講座❸川崎の水道整
備 史を学 ぶ 講 座 ❶10月8日㈫15
時～16時 半❷17日㈭15時～17時❸
24日㈭15時～17時 ❶教育文化会
館視聴覚室❷東海道かわさき宿交
流館集会室❸区役所７階会議室  
各回40人 9月15日か
ら電話、FAX、メールで
☎201-3127 61tisin@
city.kawasaki.jp ［先着順］
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、行政相談委員が相談を受
け付けます。 ❶10月2日㈬❷3日

㈭、❶❷13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)
☎201-3132 201-3295
カローリング・ボッチャ体験

　床面スポーツ「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。

10月14日㈷13時半～15時 カルッ
ツかわさき大体育館。動きやすい服装
で室内履きを持参。 ☎201-3133

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

文化協会ふれあい講座
手作りを楽しもう2

　大
おおやぎ

栁文代氏(福祉レクリエーション
ワーカー )による小物作り講座。 10
月10日～31日の木曜、13時～15時、
全4回 同施設第1学習室 18人
2,800円 ９月19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

宮川病院公開講座
　認知症に関する講座。 10月26
日㈯14時～16時 同施設学習室
60人 9月18日10時から電話か直
接。［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29日㈰14時～15時半(開場13

時半) 同施設 当日先着65人。
東海林のり子講演会

　皆さんを笑顔にするお話です。
10月13日㈰14時～15時(開場13時
半) 同施設 当日先着65人。

＊川崎授産学園
☎201-3216 201-3293

区役所地域支援課

講演会「人生100年時代の生き方を考える
～元気で明るい高齢期を過ごすために～」

　桑島政臣医師(協同ふじさきクリニッ
ク所長)による講演会。参加者には人
生ノートを配布します。 10月21日㈪
10時～11時半(開場9時半) 区役所
7階会議室 区内在住・在勤の60人
9月17日から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎271-0145 271-0128

大師支所地区支援担当

だいし健康福祉まつり
　大師地区で活動するボランティア団
体が協働し、医療・介護相談、パネル・
作品展示、活動内容発表、自主制作
品の販売、吹奏楽演奏などを行いま
す。 9月28日㈯10時～15時 大
師分室(旧大師健康ブランチ)

＊川崎授産学園
☎ 各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

ジョイフルサタデー
「だいしの里＆おぼかた保育室」
　読み聞かせや保育士のお楽しみタイ
ムなど、土曜日の時間を家族みんなで
楽しく過ごしませんか。 9月21日㈯
9時半～12時 だいしの里保育園(日
ノ出1-16-11) 就学前の子どもと保護
者 だいしの里保育園☎589-5281
589-5282
連続講座 「親子でenjoyハッピータイム」　

ふれあい遊びや食育講座など、親子

で楽しく仲間づくりをしてみませんか。
10月29日㈫、31日㈭、11月5日㈫、

8日㈮、10時～10時45分、全4回
東小田保育園 1～3歳未満の子ども
と保護者、7組 9月24日8時45分
から電話かFAXで、川崎区保育・子育
て総合支援センター☎201-3319
211-0637 ［先着順］
離乳食講座「おいしくた・べ・よ プチ」

　離乳食の始め方、食べさせ方など
が学べます。 10月15日㈫10時半
～11時15分 川崎区保育・子育て総
合支援センター これから離乳食を
始める子どもと保護者、8組 9月
24日8時45分から電話かFAXで、川
崎区保育・子育て総合支援センター☎
201-3319 211-0637 ［先着順］

＊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

体育の日記念事業
　体育の日にトレーニン
グ室を無料開放します。
鶴見虹

こう

子
こ

氏による体操教
室(小学生向け)やスポー
ツ教室、体力テスト他。詳細は、施
設HPをご覧ください。 10月14日
㈷9時～21時半 同施設トレーニング
室、大体育室他。

＊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

関東・東海道宿場展
　東海道五十三次のうち、品川から
小田原までの9の宿場が集合。街歩
きやイベント情報を紹介します。
10月20日㈰まで、9時～17時 同
館3階。

発見！

　東田公園内にある「コミュニティーハウス
さくら」をご存知ですか。 体操、ダンス、
健康、武道、パソコンなど多彩なジャンル
の教室が開催されているほか、サークル活
動等で気軽に場所を借りて活動ができます。7月に区内で開
催されたインドの伝統的な祭り（ラタジャトラ）では、晩さん会
の場としても活用されました。そんな地域に開かれた“まちの
ひろば”に足を運んでみませんか。詳細は施設HPで。

区役所企画課☎201-3267 201-3209

東田公園「コミュニティーハウスさくら」

※ 「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

◀施設HP

コミュニティー
ハウスさくら

溝井直孝館長

Vol.3

▲区HP

▲施設HP

いきいき川崎区提案事業
-地域団体と区役所が協働して事業を開催します！-

　富士見公園で3日間限定の冒険遊び場（プレーパーク）を子どもから大
人まで、みんなで楽しみながら遊び場・表現の場・居場所として作りあげ
ます。詳細はT

ツ イ ッ タ ー

witterページで。
日時　10月12日㈯～14日㈷9時～17時　※雨天時の開催情報は、当
日8時にT

ツ イ ッ タ ー

witterページに掲載　場所　富士見公園
内容　（1日目）遊び場を作ろう（2・3日目）冒険遊び場、
大型迷路、ステージパフォーマンス、スポーツ原っぱ他

川崎区地域教育会議（教育文化会館）
☎233-6361 244-2347

　ハロウィン仮装アイテム(バッグ、ネッ
クストラップ、リボン他のうち一つ)を
みんなで作って、仮装を楽しもう。詳
細はFacebookページで。
日時　 ❶10月5日 ㈯❷10月9日 ㈬❸

10月13日㈰、11時～15時
場所　 ❶カルッツかわさき大会議室❷大師支所2階

会議室❸富士見公園
対象　 4歳～小学6年生❶当日先着100人❷❸当日

先着各50人　※受け付けは11時～14時半
まで、10月13日は雨天中止

川崎区盛り上げ隊！ sweetbullet.70@gmail.com

子ども・若者居場所プロジェクトin富士見公園

ハロウィンパレードで住民同士の
「顔が見える地域」へ

▲T
ツイッター

witter
ページ

▲Facebook
ページ

令和
元年度

区役所企画課☎201-3267 201-3209
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