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川 崎 区 は 令 和 4 年 4 月 に 区 制 5 0 周 年！ 東 海 道 川 崎 宿 は 令 和 5 年 に 起 立 4 0 0 年 を 迎 え ま す！
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区制50周年、東海道川崎宿起立400年記念

京急大師線京急大師線ににヘッドマーク車両ヘッドマーク車両がが
走ります！走ります！
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区役所企画課 ☎044-201-3267 044-201-3209
　区役所地域振興課 ☎044-201-3136 044-201-3209

※撮影などの際はマナーを守ってください。

　区は４年４月に区制５０周年を迎えました。また、５年に東海道川崎宿起立４００年を迎えます。
この２つの記念すべき年に、区内でしか走っていない京急大師線で、ロゴマークがデザインされ
たヘッドマーク車両が運行します。この機会にぜひ見て、乗って、撮って、楽しんでください。

あの頃のかわさき区（最終回）
　区の歴史を写真とともに振り返ってきた「あの頃のかわさき区」の連載は今月が最終回となります。次号からは、5年に起
立４００年を迎える「東海道川崎宿」のコラムをお届けします。

区役所企画課☎044-201-3267 044-201-3209
※本連載期間中は「発見！まちのひろば」は休載します。

▲東海道かわさき宿交流館
▲「東海道五拾三次之内　川崎　六郷渡舟」

(歌川広重)

　川崎宿は現在の六郷橋付近から八丁畷付近にあった、東海道
五十三次のうち、江戸から数えて２番目の宿場町です。東海道を
上る旅人が昼食や休息をとる宿場として、また、江戸に下る旅人に
とっては六郷の渡しを控えた最後の宿泊地としてにぎわいました。
　現在は「東海道かわさき宿交流館」で川崎宿の歴史や文化を知る
ことができます。

　区制50周年を記念した区の魅力に関する展示を
1月4日～2月28日に東海道かわさき宿交流館で開
催しています。詳細は区HPで。 ▶区HP

※写真はイメージです

※写真はイメージです
※運行予定は、京急電鉄公式ホームページでご確認ください。運行前日14時以降に掲載予定です

走行区間走行区間　　京急大師線で運行予定京急大師線で運行予定　　走行車両走行車両　　６００形４両編成６００形４両編成
※本線で運行する場合あり

実施期間実施期間

1212月月2626日日　　～～11月月2828日日月 土

一生に一度！今回しか
走行しません！

走行しているのを見たら
シャッターチャンス！

▲京急電鉄公式HP
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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

（会場は区役所5階）1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 17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

12月20日から
電話で区役所衛生課
☎044-201-3204

044-201-3291
［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-201-3127 044-201-3209

61tisin@city.kawasaki.jp

区役所地域振興課

かわさき区ビオラコンサート
(1月定例コンサート)

　佐々木爽（張爽）による中国民族楽
器である琵琶のコンサート。 1月
11日㈬12時10分～12時50分 カ
ルッツかわさきアクトスタジオ 60
人 12月15日から電話、FAX、メー
ルで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-3

☎044-201-3127 044-201-3209
88kyobun3@city.kawasaki.jp

教育文化会館

不登校をみんなで考える
～ひとりで悩まないで～③

　不登校について、ひとりで悩まな
いために、そのままを認める（受け入
れる）ことを学びます。講師：神戸大
学名誉教授　広木克行氏。 2月5
日㈰10時～12時 同施設 不登校
のことで悩んでいる人または関心の
ある50人（市内在住・在勤・在学の人
優先） 1月5日10時から電話で。［先
着順］
キョウブンカフェ

　誰もが自由に来て、気楽に帰れる
オープンスペースで一緒にお話ししま
せんか？ 飲み物をご持参ください。
12月16日㈮13時半～15時 同施設
1階イベントホール前。
“平和”についての映画をみて感じ
たことを表現してみよう

　平和についてのワークを行い、映
画を見て感じたことを表現します。講
師：市平和館専門調査員　
暉峻僚三氏、イラストレー
ター 亀石みゆき氏。 2

月4日、11日、18日、3月4日、11
日の土曜、10時～12時、全5回 同
施設 20人 12月17日10時から電
話か区HPで。［先着順］
第１回かわさき春の文化祭作品募集

　若者が学校外で発表する機会をつ
くるため、文化祭を3月25日㈯、26
日㈰に開催します。展示作品は形式
問わず展示できるもの。動画作品は
最大10分程度のDVDで。 市内
在住・在学の中学生～25歳で3月16
日～24日の9時～17時に同施設へ
作品を持参できる人 1月4日までに
申込用紙を直接、郵送、
FAX、メールか区HPで。

［事前申込制］。 ※詳細
は区HPで。

＊川崎授産学園
☎044-266-3550 044-266-3554

プラザ大師

シニアの健康講座
　シニアが気になる睡眠と健康、フ
レイル予防などわかりやすく学びま
す。 2月3日、10日、24日、3月
3日、10日、17日の金曜、10時～
11時半、全6回 同施設 おおむね
50歳以上の区民20人 1月13日10
時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-333-9120 044-333-9770

プラザ田島

プラザ田島文化祭
　展示や各種体験、古本市、パン販
売、昨年のミニコンサートの映像上
映などを予定しています。 12月17
日㈯、18日㈰、10時～15時（1日目
の展示・上映は17時まで） 同施設。
まちの音楽家たちのミニ・コンサート

　水岡のぶゆき（ピアノ）とCAMARU
（ボーカル）によるジャズコンサート。

1月21日㈯14時～15時 同施設
50人 1月10日10時から電話か

FAXで。［先着順］

元気！ 健康カフェ
　喜楽亭笑吉の寄席と正月遊びを行
います。 1月13日㈮10時～12時

同施設 20人 12月22日10時
から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎044-201-3214 044-201-3293

区役所地域支援課

認知症介護に関する講演会～頑張
りすぎないで介護を続けるために～

　認知症への理解を深め、より良い
介護の仕方を学べる、認知症の人の
家族や関係者向けの講演会。講師：
たちばなケア主任介護支援専門員　
田島美由紀氏。 1月10日㈫9時半
～11時15分 区役所7階会議室
区内在住・在勤の20人 12月15日9
時から電話かFAXで。［先着順]

＊川崎授産学園
☎044-280-7321 044-280-7314

東海道かわさき宿交流館

街道講演会
「鎌倉街道（京鎌倉往還）探索記」

　鎌倉街道の概要や魅力、街道探索
のノウハウを紹介します。講師：鎌倉街
道（京鎌倉往還）研究会代表　河合幸
男氏。 12月17日㈯14時（開場13時
半） 同施設4階 当日先着100人。
江戸時代の粋に遊ぶ「瞽女唄」

　歌い継がれてきた瞽
ご

女
ぜ

唄
うた

の調べ
をお楽しみください。出演：月岡祐紀
子。 1月14日㈯14時(開場13時
半) 同施設4階 当日先着100人
1,500円。

＊川崎授産学園
☎044-276-9133 044-276-9144

富士通スタジアム川崎

小学生の英会話教室
　日本語も話せる外国人ベテラン講
師が教えます。2種類のプログラムを
用意しています。 1月6日～3月24
日の金曜、❶Aプログラム…16時半
～17時15分、❷Bプログラム…17
時半～18時半、いずれも全12回

同施設かわQホール 小学生各8人
❶10,200円、❷12,000円 12

月20日までに直接か電話
で。[抽選]。※詳細は同
施設HPで。

＊川崎授産学園
☎044-222-5211 044-222-5122

カルッツかわさき

カルッツフェスティバル2023　
参加者募集

　ダンスエキシビションへの参加者
を募集します。❶ダンスエキシビ
ション（ストリートダンス全般、1団体
3分以内）… 3月25日㈯15時予定

30組 1人3,000円。❷振付師
yuichimenによるK-popダンスナン
バー ワークショップ型オーディション
…合格者はリハーサルに参加のうえ、
❶に出演。 2月16日㈭18時～21
時 25人 3,000円。 12月23日
10時～1月27日18時に同施設HPで。

［先着順］。※❷のリハー
サルの参加費や日程など
の詳細は同施設HPで。

＊川崎授産学園
☎044-233-5521 044-246-1052

市立川崎病院

パーキンソン病相談会
　同病院医師による相談会を実施し
ています。 毎週火曜14時～ 同
病院 各日2組 FAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
044-366-2475、044-366-8721

044-272-6699

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。受講者に修了証を交付し
ます。 ❶1月12日㈭❷2月1日㈬、
9時～12時 川崎消防署 各日30
人 800円 ❶12月20日❷1月12
日、いずれも9時から電話で。［先着
順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

　区内のいこいの家で、専門の指導員による体操とミニ講座を行ってい
ます。外出や運動などの習慣を身につけて、仲間づくりや地域のさまざ
まな活動に参加できるようになることを目指します。

対象　市内に住民登録がある65歳以上の人で要介護１～５の認定を受け
ておらず、医師から運動を禁止されていない人
定員　10～20人（会場により異なる）　利用期間　原則6カ月間

電話で❶～❸は明治スポーツプラザ☎044-540-1082（平日9時～
17時）、❹～❾は医療法人啓和会☎080-7944-8915（平日9時～17時）

区役所地域支援課☎044-201-3214 044-201-3293
※動きやすい服装で、タオルと飲み物、衛生用品（マスクなど）を持参。

【臨港地区】
内容　前半は式典、後半
は市消防音楽隊と大師幼
稚園の園児たちによる演奏
日時　１月５日㈭13時半～

（開場13時）　
場所　カルッツかわさき
ホール

臨港消防署予防課
☎044-299-0119 044-299-0175

【川崎地区】
内容　地震体験、消火体
験、救命体験、消防士体
験、煙体験、消防署探検
日時　１月７日㈯10時～
12時
場所　川崎消防署署庭

川崎消防署予防課
☎044-223-0119

044-223-2819

いこい元気広場
健康体操&ミニ講座で介護予防！

「臨港地区」消防出初式
「川崎地区」新春防災フェアを開催します！

▲市消防局マスコット
キャラクター「太助」

▲施設HP

▲施設HP

▲区HP

▲区HP

会場 日時
❶大師（大師公園1-4） 金曜 10時～11時半
❷藤崎（藤崎4-17-6） 水曜 13時半～15時
❸殿町（殿町1-20-15） 木曜 10時～11時半
❹大島（大島1-9-6） 火曜 10時～11時半
❺京町（京町3-12-2） 金曜 10時～11時半
❻渡田（渡田4-12-20） 水曜 10時～11時半
❼田島（田島町20-23） 水曜 10時～11時半
❽小田（小田2-16-9） 木曜 10時～11時半
❾桜本（桜本2-5-2） 金曜 13時～14時半
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