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川崎区は4年4月に区制50周年を、東海道川崎宿は5（2023）年に起立400年を迎えます！
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23万265人 12万3,102世帯（ 令和4年2月1日時点） 044-201-3113044-201-3267 044-201-3209

　事前の審査で選ばれた２作品を
販売（投票券付き200パック限定）。
購入者と審査員などによる投票で
優勝作品が決定。発表は14時半
から表彰式で。

時間　10時半　定員　20人
3月15日から電話か、住所・氏名・

年齢・電話番号を記入しFAXかメー
ルで。［先着順］
※�定員に空きがある場合のみ当日
参加も可

　太鼓、傘回し・江戸こま芸、ガマの油売り、外
うい
郎
ろう
売りの口上、おむす

び音頭、お江戸日本橋体操など。

　昔遊び、ミニ版画、工作、三角おむすびぬり絵などの体験。和菓子、
市内産農産物、手作り小物品などの販売。

掲載内容について、変更・
中止となる場合がありま
す。最新情報は区HPで

東海道川崎宿2023まつり
　東海道川崎宿は5（2023）年に起立400周年を迎えます。
まつりに参加して、一緒に東海道川崎宿を盛り上げましょう！
主催：東海道川崎宿2023まつり実行委員会

区役所地域振興課☎044-201-3127
044-201-3209 61tisin@city.kawasaki.jp

※掲載写真は、過去の「東海道川崎宿2023まつり」の様子です

カルッツ★パラスポ スプリングフェスタ

　イベント盛りだくさんのエンターテインメント空間
で開催される、国内最高峰のバスケットボール無料
観戦のお知らせです。
日時　❶4月23日㈯18時5分開始��
　　　❷4月24日㈰16時5分開始
対戦相手　❶�❷新潟アルビレックスBB
場所　とどろきアリーナ
定員　各20人　申込期間　3月1日～31日
申し込み方法　申し込みフォームで川崎ブレイブサンダース�［抽選］
区役所地域振興課☎044-201-3231 044-201-3209

　カローリング・ボッ
チャや、車いすバス
ケットボール・ソフト
ボールの体験会など
多くのパラスポーツ
を体験できます。定
員など詳細は施設
HPで。
日時　3月27日㈰13時～17時
場所　カルッツかわさき2階小体育室他
カルッツかわさき☎044-222-5211 044-

222-5122 ▲申し込み
フォーム

増田啓介選手

▲カーリング・ボッチャ体験会

▲施設HP

©️KAWASAKI�BRAVE�THUNDERS

川崎ブレイブサンダース区民招待

三角おむすびレシピコンテスト三角おむすびレシピコンテスト ステージパフォーマンスステージパフォーマンス

無料体験・出店コーナー無料体験・出店コーナー東海道川崎宿の歴史をたどる！東海道川崎宿の歴史をたどる！
ミニ歴史ガイドツアーミニ歴史ガイドツアー

開催日4月3日日
10時～15時
(荒天中止)

場所：稲毛公園
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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・日曜、祝日9時～17時 ☎044-244-1371

あの頃のかわさき区（第3回）

（会場は区役所5階）４月の健診案内地域みまもり
支援センター

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶5日㈫
❷19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

❶3月15日❷4月5日
から電話で
区役所衛生課
☎044-201-3204
［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-233-6361 044-244-2347

教育文化会館

かわさき春の文化祭 　
　若者の学校外での発表の機会とし
て作品展示をします。 3月26日㈯、
27日㈰、10時～16時 同施設イベ
ントホール 各80人 3月15日10時
から電話かHPで。［先着順］
子ども・若者居場所プロジェクト
in富士見公園 　　
　2日間限定の遊び場（プレーパーク）
を子どもと大人で作り上げます。❶1
日目は遊び場作り、❷2日目はターザ
ンロープ、タイヤブランコ、ボルダリ
ングなどで遊びます。詳細は川崎区
地域教育会議のツイッ
ターで。 ❶3月19日
㈯10時から終わり次
第、❷20日㈰10時～
16時。荒天中止 富
士見公園。

＊川崎授産学園
☎044-333-9120 044-333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　「睡眠と健康」の知恵袋について話
します。 4月1日㈮10時～12時（開
場9時半） 同施設 20人 3月18
日10時から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4

☎044-280-7321 044-280-7314

東海道かわさき宿交流館

川崎ミニガイドパネル展
　市内の名所や穴場スポットを紹介。
3月19日～4月30日（月曜を除く。た
だし3月21日は開館、22日は休館）、
9時～17時 同施設3階企画展示室。

街道講演会「ヤマトタケルの道・古
東海道と謎の相武王国（さがむのく
に）」

　古墳時代の海老名・伊勢原・厚木連
合国と高松山古墳などについて話しま
す。講師:宮田太郎氏（歴史古街道研
究家）。 3月19日㈯14時(開場13時
半) 同施設4階 当日先着100人。
講談de交流
　伝統的な話芸をお楽しみください。
出演：一

いちりゅうさい
龍斎貞

ていきつ
橘（真打）、一

いちりゅうさい
龍斎貞

てい
介
すけ

（前座）。 4月20日㈬14時(開場13
時半) 同施設4階 100人 4月6日
（必着）までに往復ハガキで。［抽選］

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

　混雑緩和のため、区民課と保険年金課（マイナンバー・住基カードの一
部業務、後期・介護保険料業務、国民年金業務を除く）の窓口を第２・４土
曜と４月2日㈯も開設します。平日は、大師・田島支所でも区役所と同様
に住所異動の手続きができます。
時間　平　　　日　：８時半～１７時
　　　土曜開庁日　：�８時半～１２時半
　　　　　　　　　（区役所のみ。大師・田島支所は閉庁）
※当日の区役所窓口の混雑状況は、区ＨＰでお知らせします
※�駐車場の混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください（区役所
の駐車場は、施設利用の場合でも１時間を超えると有料になります）
※4月2日㈯の臨時開設について、詳細は市版5面で
※ゴールデンウイーク明けも混雑が予想されます
区役所窓口の混雑予想� � �

月 火 水 木 金 土
3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19

午前
午後

3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26
午前
午後

3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2
午前
午後

4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 �4/9
午前
午後

4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16
午前
午後

　　　３時間以上待ち�
　　　２時間以上待ち�
　　　1時間以上待ち� �
　　　比較的すいています
　◎　土曜開庁日

※�統計による予測のため、誤
差が生じる場合があります

サンキューコールかわさき
☎044-200-3939
044-200-3900

インターネットで住所変
更が事前に入力できます
※窓口での手続きは必
要です

３～４月は区役所窓口が混雑します

◎

◎

◎

▲川崎区
地域教育会
議ツイッター

（parkchallenge_
KAWASAKI

　川崎区は4月に区制50周年を迎えます。そこで、区の歴史を全6
回にわたり、写真とともに振り返ります。

区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209

　昭和12年に小川町に市内初
となる「川崎映画街」が誕生。そ
の後、大空襲により全館が廃業
になるも、昭和20年に「川崎銀
星座」が開業、昭和25年に「銀
映会」が設立され、川崎の戦後
復興に大きく貢献しました。

※本連載期間中は「発見！まちのひろば」は休載します

昭和34年ごろの川崎映画街（銀映会）
(写真提供:所芙美子氏)

現在は、複合商
業施設「ラ�チッタ
デッラ」になり、
新たな文化情報
発信地として生ま
れ変わっています

　午後のひとときを気軽に楽しめる音楽コ
ンサートですごしませんか。

日時　6月14日㈫13時半開演（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（バンドネオン）、智

チ エ イ

詠（ギター・
ボーカル）
チケット　1,000円（18歳以下は600円）　定員　90人

3月25日から直接、電話、HPでカルッツかわさき
☎044-222-5223 044-222-5122�［先着順］

　独特の語り口と高い演出力を兼ね備え
た実力派と、現在の落語界をけん引する
人気者がカルッツに初登場します。
日時　5月21日㈯14時開演（開場13時）
場所　カルッツかわさき�ホール
出演　三遊亭兼好、春風亭一之輔
チケット　4,000円（18歳以下は2,400円）
定員　1,891人

3月20日から直接、電話、HPでカルッツかわさき
☎044-222-5223 044-222-5122�［先着順］　4月からの参加者を募集します。気持ちよく体を動かしませんか。詳細

は区役所などで配布中のチラシか同施設HPで。
回数　各11回　参加料　各7,700円
対象・定員　中学生を除く15歳以上各25人

3月20日（必着）までに市版6面の必要事項と性別を記入し
往復ハガキで〒210-0011富士見2-1-9富士通スタジアム川崎
健康教室係☎090-6925-8662（平日9時～16時半） 044-
276-9144�［抽選］

教室名 初回日程 時間
ゆるやかヨガ ４月５日㈫ 14時20分～15時20分
HIITトレーニングde
シェイプアップ ４月６日㈬ 10時～11時
筋力バランスアップ体操 ４月６日㈬ 11時～12時

施設HP▶︎

▲施設HP

▲施設HP

▲早川純 ▲智詠

▲三遊亭兼好
産経新聞社提供
山田雅子撮影

©キッチンミノル
▲春風亭一之輔

カルッツかわさき ウィズ・ミューズシリーズ

三遊亭兼好　春風亭一之輔　二人会

富士通スタジアム川崎  春の定期健康教室
参加者募集

早川純タンゴ・フォルクローレコンサート
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