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2023年に東海道川崎宿が起立４００年を迎えます！

こんなこと知っていますか

新しい支所をもっと身近な地域の拠点へ

区役所地域振興課☎︎201-3127 201-3209

　今年で6回目を迎えた東海道川崎宿三角おむすびレシピコンテスト。
全国から応募のあった119作品の中から、２作品が優勝作品に輝きました。

　小松菜にベーコンやめんつゆ、
チーズのうまみ、カレー粉、こしょ
うのピリッとした風味が合わさっ
ておいしいおむすびです。

　朝食が、おむすび１個で手軽に食べられ
るように考えました。日本の朝食の代表選
手「焼きサケ」「ひじき煮」「きんぴらごぼう」
を、おむすびに凝縮したら、バランスや彩
りも良くおいしいおむすびができました。

　市では区の窓口サービス機能や体制の見直しにあわせて、支所の建て替えを進めています。新しい支所が地域にとってより
使いやすい場所になるように、一緒に考えてみませんか。

11月19日17時まで市HPで。市民文化局区政推進課☎︎200-2855 200-3800［抽選］　※結果は11月25日までに連絡します

日時	 12月5日㈯14時半～17時（開場14時）　
場所	 	カルッツかわさき大会議室　※別室での保育あり（要

事前申し込み）
定員	 40人
対象	 ❶大師地区・田島地区に在住・在勤の人
	 ❷�区でのまちづくりに関心がある人、活動している人

　旧東海道沿道を中心とした史跡や周
辺商店などを巡り、知り、発見するイ
ベントを例年秋ごろ開催しています。

　東海道川崎宿を広くアピールするた
めのイベントを例年4月に開催していま
す。

▲昨年の舞台の様子

※今年度の「東海道川崎宿スタンプラリー」と「東海道川崎宿2023まつり」は新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になりました

▲かごかき体験

【作り方】
❶��ひじき煮ときんぴらごぼうを白米と混ぜ合わ
せる（煮汁を一緒に混ぜると、さらに味がし
み込みます）。
❷❶にサケフレークを混ぜる。
❸のりを巻いて出来上がり。おむすび作者の

茂木	香里さん
おむすび作者の
東森	雅子さん

小松菜ベーコンチーズのスパイシー焼きおむすび

町にあふれる浮世絵を探してみよう 東海道川崎宿スタンプラリー 東海道川崎宿２０２３まつり 川崎宿大学

「川崎の朝ごはん」おむすび

区役所の7階で東海道川崎宿の
クリアファイルを配布中

▲区HP

市HP▶︎

新しい支所を地域のみなさんと一緒に考える会を開催します！

内容	 ❶これまでの取り組みについての説明
	 ・支所機能の検討について
	 ・地域活動者へのヒアリングを通して見えてきたこと
	 ❷みんなで話し合い
	 ・まちの資源と支所のあり方について
	 ・今後の大師地区と田島地区への期待

優勝
作品

優勝
作品

表彰式の様子を動画配信します♪
優勝2作品の詳しいレシピも公開中

【作り方】
❶	油をひいたフライパンでベーコンを炒める。小松菜を加え
て、しんなりしたらカレー粉、めんつゆを加え、軽く炒め
て火を止める。
❷	ボウルに❶、温かいご飯、チーズ、あらびきこしょうを入
れて混ぜ合わせる。塩で味を調えておむすびにしたらフラ
イパンで両面にこんがり焼き色を付けて、出来上がり。

　旧東海道沿いの店舗のシャッターや
街路灯のタペストリーに浮世絵が描かれ
ています。宿場町を歩きながら探してみ
ましょう。

　東海道川崎宿という宿
場町、区の魅力を多くの
人に知ってもらうために
講座を開催しています。
詳細が決まり次第、区
HPでお知らせします。

おむすびコンテストの
優勝作品が決まりました！

徳川吉宗が8代目将軍に就任するため、江戸へ向かう途中に東海道
川崎宿に宿泊した際に、田中休

きゅう
愚
ぐ
が三角おむすびを丸い盆に寝かせ

て並べて、徳川家の葵
あおい
の御紋に見立て出したため、「御紋むすび」と呼

ばれたエピソードが伝承されています。

川崎区支所
意見交換会に

参加しませんか？

なぜおむすび？
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川崎臨海部の夢発見！バスツアー
～どうなってるの？川崎臨海部 昼の顔・夜の顔～

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
　坂本九さん生誕記念コンサート。
出演：市消防音楽隊カラ―ガード隊。

12月2日㈬12時10分～12時50分
市役所第3庁舎1階ロビー。※マス

クの持参・着用をお願いします。

＊川崎授産学園
☎201-3204 201-3291

区役所衛生課

世界エイズデー臨時検査
　12月1日の世界エイズデーに合わせ
て、HIVの即日検査を実施します。
12月1日 ㈫8時45分 ～10
時 半 15人 11月17日
から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3319 211-0637

区保育・子育て総合支援センター

地域子育て支援センターおおしま
土曜開所

　子どもと保護者で安心して過ごせる
あそび場として開所します。 12月
12日㈯、1月23日㈯❶9時～10時❷
10時半～11時半❸13時～14時❹14
時半～15時半 地域子育て支援セン
ターおおしま 0歳～就学前の子ども

と保護者、各回10組 11月16日から
電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3217 201-3293

区役所地域支援課

子どものアレルギーとの上手な付き
合い方

　子どものアレルギーやスキンケアにつ
いて学びます。 11月30日㈪9時45分
～10時45分 区役所5階 区内在住の
未就学児と保護者15組。保育あり（先着
6人) 11月16日から電話で。［先着順］
生活習慣病予防に役立つ！
健診結果のココに注目

　生活習慣病予防のために健康診査
を受けていますか。結果の読み解き
方を学びます。 12月1日㈫13時半
～15時 区役所7階 30人 11月
15日から電話かFAX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
　口

こうくう

腔ケアについて学びます。 12
月4日㈮10時～12時（開場9時半）
同施設 30人 11月19日10時から
電話か必要事項と市内在勤（市外在
住）の場合は勤務先名・住所も記入し
FAXで。［先着順］
まちの音楽家たちのミニコンサート

　庄司文子氏（音楽家）によるピアノ
コンサート。 11月21日㈯14時～

15時（開場13時半） 同施設 30人
11月17日10時から電話か市内在勤

（市外在住）の場合は必要事項と勤務
先名・住所も記入しFAXで。［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「雅楽」
　悠久の雅の響きをご堪能ください。
出演：伶

れい

楽
がくしゃ

舎。 11月21日㈯14時（開
場13時半） 同施設4階 当日先着
100人（新型コロナウイルス感染状況

によって、定員を減らす可能性があり
ます） 1,500円（全席自由）。

＊川崎授産学園
〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475 272-6699

市消防防災指導公社

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法や、自動体外式除細動
器（AED）の取り扱い方法などの講義
と実習。受講者には修了証を交付。

12月22日㈫9時～12時 川崎消
防署 30人 800円 12月1日9時
から電話で。[先着順]

カルッツかわさき　ウィズ・ミューズシリーズ

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

発見！ Vol.13

　介護予防や老化防止のための居場所
をつくりたいという思いから、平成30
年に活動を始めました。
　最初は活動場所がなかったのです
が、円能院（小田1-25-12）の佐藤住職
がお寺の観音堂を貸してくれたこともあ
り、今では月に2回、たくさんの人が集まって、血圧測定や適度な運動、
小物づくりなどをしています。新型コロナウイルス感染症の影響で一時は
中断していましたが、今年9月から再開しました。今は検温の実施や席を
空けて座るなど対策をしっかりとりながら活動しています。これからも元気
よく楽しく過ごしていけるよう、ぜひ皆さんも参加してみませんか。

区役所企画課☎201-3267 201-3209

円能院　福泉デイサービス

　午後のひとときを、気軽に楽しめる音楽コンサートで過ごしませんか。
詳細は施設HPで。

日時　2月11日㈷13時半（開場13時）
場所　カルッツかわさき　アクトスタジオ
出演　早川　純　定員　90人 
チケット 一般 1,000円（11月27日発売開始）
 友の会会員 800円（11月20日発売開始）
 18歳以下 600円（11月27日発売開始）

カルッツかわさき☎222-5223 222-5122 ［先着順］

　バスに乗って、昼は施設や工場の見学、夜は
工場夜景を見に行きます。臨海部の昼と夜の景
色を見比べてみませんか。
見学先
❶Ａコース（浮島コース） 12月19日㈯13時半～18時
　 大師河原干潟館 ⇒ 浮島太陽光発電所 ⇒ 浮島町の工場夜景
❷Ｂコース（千鳥町コース）12月20日㈰14時～18時半
　川崎マリエン（※） ⇒ 千鳥町の工場夜景

（※） 同施設でJERA川崎火力発電所をオンライン・リアルタイムで見学する予定です
対象・定員　 区内在住・在学の小学４～６年生と保護者（２人１組）、各コース

11組22人※ 対象学年以外の子どもの同伴はできません
参加費　1人300円　※飲料や軽食は各自持参

11月30日（必着）までに参加希望日（❶か❷※複数のコースを希望す
る場合は優先順位も）と、子どもと保護者それぞれの必要事項（市版5面②
③④⑤参照）と、在学・在勤の人は学校名・勤務先名を記入し往復ハガキで
〒210-8570区役所地域振興課☎201-3136 201-3209［抽選］
※当選は❶か❷いずれかのコース1つになります
※詳細は、区役所などで配布しているチラシか区HPで

　１月から始まる連続講座の参加者を募集します。他の講座や内容など詳
細は区役所などで配布中のチラシか施設ＨＰをご覧ください。

教室名 初回日程 時間 回数 参加料 対象・定員
バドミントン

教室 1月4日㈪ 13:00～
15:00 10回 10,400円 16歳以上・24人

らくらく健康
エクササイズ 1月7日㈭ 12:45～ 

13:45 10回 7,900円 16歳以上・25人

キッズダンス 1月7日㈭ 15:20～
16:20 10回 7,900円 5歳9カ月～6歳

8カ月・20人
11月27日（必着）までに市版5面の必要事項（年齢は1月1日時点）

と、市内在勤・在学の場合はその旨も記入し往復ハガキか施設
HPで〒210-0011川崎区富士見1-1-4カルッツかわさき☎222-
5211 222-5122 ［抽選］
※定員に満たない場合は12月20日10時から直接受け付け

❶パネル展示コーナー
区にある企業・団体の社会貢献などの取り組みを紹
介するパネルを展示します。
出展予定　京浜急行電鉄㈱、ＥＮＥＯＳ㈱川崎製油
所、東京ガス㈱川崎支店、東京電力パワーグリッ
ド㈱/㈱ＪＥＲＡ川崎火力発電所、(NPO)かわさき歴
史ガイド協会、(NPO)産業・環境創造リエゾンセンター、（公財）かわさき市
民活動センター、カワスイ 川崎水族館
日時　11月22日㈰10時半～15時
場所　川崎ルフロン（日進町1-11）１・６階イベントスペース
❷川崎駅周辺探検ガイドツアー！
時間　11月22日㈰１１時～１１時４０分（受け付け１０時４０分）
集合　川崎ルフロン（日進町1-11）１階イベントスペース横（ヨドバシカメラ側）
定員　当日先着１０人　講師　かわさき歴史ガイド協会
※ その他、「カワスイ 川崎水族館」による特別講座や川崎ルフロ

ンとの連携企画など楽しいプログラムがあります
区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

▲施設HP

▲施設HP

▲昨年の様子

▲区HP

カルッツかわさきスポーツ・文化教室参加者募集

知ろう！ 学ぼう！ かわさき企業市民交流Day

バンドネオンコンサート
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