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川崎区ホームページ https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/ ［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

川 崎 区 は 令 和 4 年 4 月 に 区 制 5 0 周 年 を 、東 海 道 川 崎 宿 は 令 和 5 年 に 起 立 4 0 0 年 を 迎 え ま す！

044-201-3267

044-201-3209

（ 令和4年9月1日時点）

東海道かわさき宿
起立400年ロゴマーク

区制 周年
記念ロゴマーク

かわさき区

50

人口
23万 424人

2022 令和４

世帯数
12万 4,391世帯

10
10

1

044-201-3113

東海道川崎宿
スタンプラリー

かわさき区 1

旧東海道を中心とした川崎の歴史スポットなどを巡るスタンプラリーを開催します。
歩いて、学んで、遊んで、楽しみましょう！ 詳細は区ＨＰで。
区役所地域振興課☎044-201-3136

スタート

川崎区制 周年記念

川 崎 宿 は 、も う す ぐ 起 立 ４ ０ ０ 年！
044-201-3209

（平成29年8月1日現在）

全てのスタンプポイント
（受け付け：10時～14時）

2018

30

1

1

荒天中止

000，
000人

000，
000世帯

50

電子スタンプポイントを除く、全てのスタンプ
ポイントでスタンプ帳を配布しています。
【推奨スタート地点】
❶六郷の渡し
（京急港町駅徒歩5分）

⓮坂本九の歌碑
（JR川崎駅東口広場）
⓳無縁塚
（JR・京急八丁畷駅すぐ）

ゴール

スタンプポイント （受け付け：10時～14時半）

❶ 六 郷 の 渡し
年屋跡

記念品引換所
（受け付け：〜15時半）

❸初代川崎市長・
❹川崎稲荷社

石井泰助

●稲毛公園

❺田中本陣跡

⓳無縁塚
（JR・京急八丁畷駅すぐ）

❷万

❻一行寺

❼宗三寺 ❽東海道かわさ

き宿交流館

体験チャレンジ

❾稲毛神社

▲過去のスタンプラリーの様子

❿榎様 ⓫妙遠寺 ⓬佐藤本陣跡 ⓭東森稲荷神社
⓮坂本九の歌碑(JR川崎駅東口広場)

体験チャレンジでもスタンプがもらえます。

⓰教安寺

●おむすび塗り絵
（●稲毛公園）

⓲芭蕉の句碑 ⓳無縁塚

●坂本九さんクイズ
（⓱川崎小学校） など

⓯石敢當

⓱川崎小学校
（坂本九・佐藤惣之助母校）
⓴夫婦橋

電子スタンプポイント

各ポイントに設置された二次元バーコードを

スマホで読み取るだけ！

🅐坂本九の歌碑(JR川崎駅東口広場) 🅑銀柳街

🅒旧橘樹郡役所跡 🅓小土呂橋親柱 🅔東森稲荷神

社 🅕問屋場・中の本陣跡 🅖東海道かわさき宿交流館

▲おむすび塗り絵を楽しむ様子

景品や記念品をゲットしましょう！※数に限りがあります。
スタンプポイントを巡り、体験チャレ
ンジを行ってスタンプを押そう
ポイント数に応じて景品をプレゼント！
何がもらえるかは当日のお楽しみ！

▲区ＨＰ

区制50周年冠事業

区役所企画課☎044-201-3267

多摩川の堤防を進み、美しい風景を眺めながら歩きます。まちの
歴史や変化を感じられるスポットを巡りましょう。
開催期間

10月1日～11月30日

▶多摩川沿い
のコース

スタート かわさききたテラス
（9時〜11時）

川崎キングスカイフロント東急REIホテル

（16時まで） 歩行距離 約6.5km 所要時間 約3時間15分
※参加方法やコースの詳細はJR東日本HPをご覧ください。

JR東日本
（駅からハイキング事務局）
☎03-6386-9503

スタンプラリーの様子を
SNSにアップロード

特別な記念品を
プレゼント！

区民・団体・事業者の皆さんが主催する事業・イベントなどを冠事業として実施しています。

区制50周年記念 JR川崎駅 駅からハイキング
〜多摩川と共に歩んだ時と風景を感じるコース〜

ゴール

電子スタンプポイント
全て制覇

▲JR東日本
HP
（月～金曜は10時～17時、土・日曜、祝日は9時～12時）

044-201-3209

区制50周年記念 第28回
「いいじゃんかわさき」
～まわって楽しむグルメとミュージック～
川崎駅東口の一大イベントが3年ぶりに帰ってきます。食事、音楽ステー
ジ、フリーマーケット、ミニ蒸気機関車(SL)の乗車体験
など。家族みんなで楽しみましょう。
日時 10月15日㈯・16日㈰、10時～17時

場所 川崎駅東口6商店街(たちばな通り、仲見世通、
東田アベニュー、平和通り、いさご通り、パレール)

▲福ちゃんファミリー

※詳細はいいじゃんかわさきHPをご覧ください。

たちばな通商店街振興組合☎044-244-3160
(月・火・水・金曜13時～17時)

044-244-3160

▶いいじゃん
かわさきHP

ここからかわさき区版です

2022（令和4）年

区 版 かわさき

No.1269

✂

会人アメリカンフットボール協会の協力により、当日先着で区民２０組４０人を
招待します。当日、この招待券を切り取って持参してください。区民招待受

写(真提供：市民ミュージアム )

◀臨港中学校での交通
安全教室
（令和３年）

◀京町小学校での交通
安全教室 昭(和 年 )
47

け付けで入場券と引き換えます。
※屋台村など各種イベントも実施予定です。
日時 10月23日㈰10時半
（受け付け9時半）
場所 富士通スタジアム川崎
試合 アサヒビールシルバースター 対 IBM BIG BLUE
区役所地域振興課☎044-201-3231

自転車利用が多い川崎区では昔から、自転車事故の防止

✂

に向けて交通ルールやマナーの順守について地域の皆さん
故件数は、昭和47年には1,274件でしたが令和3年には519件にまで減少
しました。現在ではスタントマンの実演による交通安全教室も行っています。

ウ」
がついにカルッツかわさきに登場します。
日時 5年1月28日㈯14時開演(開場13時)

23日㈰まではカルッツかわさき、24日㈪～29日㈯は教育
文化会館で開催しています。詳細は区HPで。

場所 カルッツかわさき ホール

▲区HP

出演 指揮：大滝実

044-201-3209

演奏：ブラス エクシード トウキョウ、コーラス・オブ・エクシード

※本連載期間中は
「発見！まちのひろば」
は休載します。

チケット 4,000円
（18歳以下は2,400円） 定員 1,879人
10月29日から直接、電話、HPでカルッツかわさき

いきいきかわさき区提案事業
WAH GWAAN カワサキSTCULFES2022
ぐ

わ

ん

す

と

か

る

ふ

ぇ

☎044-222-5223

す

区内出身・在住のアーティストが出演するレゲエを中心としたラ
ルチャーイベントです。キッチンカーの出店やスケボー体験会な
ども行います。詳細は提案団体Facebookで。
10月16日㈰11時～20時

場所

区役所企画課☎044-201-3296

044-222-5122［先着順］

▲提案団体
Facebook

川崎競輪場西ステージ周辺

人生100年時代。 心と体の健康に
ついて学びませんか。
全5回

同施設

区のお知らせ

時50分

11月2日㈬12時10分～12
第3庁舎

60人

11月24日

区内在住・在勤でお

おむね65歳以上、15人
10月17

▶公演HP

10月27日㈭、11月10日

㈭、18日 ㈮、24日 ㈭、12月1日 ㈭、
13時～16時、全5回 同施設他 3時
間程度の歩行ができる20人

〜12月22日 の 木 曜、10時 ～12時、

044-201-3209
ノソロ）
。

せんか。

カラダもココロも健康に！
もっとハッピーライフ

イブや子どもたちによるダンスショーなどが楽しめるストリートカ

日時

✂

日本吹奏楽界におけるゲーム音楽の先駆者
「ブラス エクシード トウキョ

区制50周年を記念した区の魅力に関する展示を10月

ー

キリトリ線

044-201-3209

吹奏楽が奏でるゲーム音楽コンサート
～歴代名作ゲーム音楽と吹奏楽の響宴～

とともに啓発活動に取り組んでいます。川崎区内の交通事

わ

✂

アメフット社会人リーグの迫力あるプレーを体感してみませんか。日本社

川崎区は4月に区制50周年を迎えました。そこで、区の歴史を写

区役所企画課☎044-201-3267

キリトリ線

02

アメリカンフットボール Ｘリーグ区民招待券

あの頃のかわさき区（第10回）
真とともに振り返ります。

10月号

10月20日

10時から直接か電話で。
［先着順］

140円

10月18日10時から電話かFAXで。
[先着順]

東海道かわさき宿交流館
＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎044-280-7321 044-280-7314

不登校をみんなで考える
～ひとりで悩まないで～パート２

申し込み方法は市版6面参照

日から電話、FAX、メールで。
［先着順］

区役所危機管理担当
＊川崎授産学園

かわさき産業ミュージアムウォーキング
ツアー ～川崎区の鉄道１５０年～

ために、子どもへの向き合い方につ

鉄道開業150周年をテーマにウオー

いて学びます。 講師：木本晃子氏
（川

出演：田辺凌天
（二ツ目）
、田辺一記
（前

越不登校親の会）
。

12月3日㈯10

座）
。

時～12時

50人

半） 同施設

☎044-201-3134 044-201-3209

大人と子どもの体験型交通安全教室
子どもや保護者、高齢者を対象とし

キングツアーを実施します。JR川崎駅

た自転車利用などの体験型の交通安

展覧会
「鉄道開業150年記念展 川崎

全教室です。実技講習も受けることが

鉄道三題噺」
の見学も行います。

できます。

月20日㈰9時半～12時半

10月29日㈯14時～16

の紹介や東海道かわさき宿交流館で

駅間の電車賃が必要）

技講習希望者は自転車を

から電話、FAX、メールで。

第１回川崎区総合防災訓練
放水訓練、地震体験、心肺蘇生訓
練などの区民参加型防災訓練を実施
します。 10月22日㈯10時～12時。
荒天中止

新町小学校

区役所危機

管理担当☎044-201-3327

区役所地域振興課
＊川崎授産学園

☎044-201-3127 044-201-3209
61tisin@city.kawasaki.jp

かわさき区ビオラコンサート
（定例コンサート）
オーストリア・ザルツブルク市、ドイ

10月19日

［先 着 順］
。 ※コースなど
詳細は区HPで。

▲区HP

富士通スタジアム川崎
グラウンド・ゴルフ大会

で、グラウンド・ゴルフ大会を楽しみま
しょう。 参加賞のほか、男女上位入
賞者は賞品がもらえます。

10月28

日㈮9時～13時、荒天中止

富士通

スタジアム川崎
1,540円

50歳以上100人

10月15日から直 接 か

電話で富士通スタジアム川崎☎044276-9133［先着順］
。※詳細は同施
設HPで。

ら３０周年を迎えたことか
ら、オーストリアやドイツ
にゆかりのある作曲家
の作品を中心に演奏しま
す。出演：中山千晶
（ピア

教育文化会館
＊川崎授産学園
☎044-233-6361 044-244-2347

11月4日
（必

☎044-200-2855 044-200-3800

ワンパクのらぼう菜植え付け教室
市北部で人気ののらぼう菜を植え、

河 合しほみ。

㈰、11時〜
（受け付け10時半）
、14

11月13日㈰14時 ～

15時(開 場13時 半)

同施設

50人

11月8日10時 か ら 電 話 かFAXで。

ンガーマネジメント」
について学びます。
講師：明治安田生命MY定期講座派遣
講 師。
場9時半)

11月13日

時〜
（受け付け13時半）
。荒天中止
Daishi One Park
（台町26-7・大師分
室敷地） 当日先着各30人

元気！健康カフェ
怒りの感情と上手につきあう方法
「ア

11月4日 ㈮10時 ～12時(開
同施設

20人

もっと知ろう！かわさき歴史の散歩道
秋も深まる中、歴史散歩に出かけま

のらぼ

う菜を持ち帰る場合は各500円。

環境局川崎生活環境事業所
＊川崎授産学園
☎044-266-5747 044-287-1840

古着類の拠点回収

10月20

日10時から電話かFAXで。[先着順]

健診名

▲同施設HP

100人

育て方を学びませんか。

地域みまもり
支援センター

ツ・リューベック市との友好都市提携か

11月16日㈬14時
（開場13時

を満喫しませんか。出演：齋藤文江、

［先着順］

広々とした全面人工芝のグラウンド

伝統的な話芸をお楽しみください。

市民文化局区政推進課
＊川崎授産学園

まちの音楽家たちのミニ・コンサート
ピアノと歌のコンサートで芸術の秋

当日先着各回20人。※実
▲区HP

プラザ田島
＊川崎授産学園

50円
（別途、京急川崎駅～港町

人

講談 de 交流

着）
までに往復ハガキで。
［抽選］

☎044-333-9120 044-333-9770

雨天中止

持参。詳細は区HPで。

11月1

30

中央コンコース時計台前に集合

実技講習は

同施設

日から電話で。
［先着順］

11

JR川崎駅

時。実技講習は14時半〜、
15時半〜。
川崎競輪場

不登校について、一人で悩まない

古着類を回収します。

大師支

所…11月10日㈭、11日㈮。 田島支
所…11月17日㈭、18日㈮。 いずれ
も支所内駐車場で13時半～15時半。

11月の健診案内（会場は区役所5階）
日程・受付時間

内容など

費用

匿名で受けられ
❶10月18日❷11月1日から
電話で区役所衛生課
8時45分 ます。感染の可
ＨＩＶ ❶1日㈫
☎044-201-3204
~
能性があるとき 無料
即日検査 ❷15日㈫
9時45分 から3カ月経過
044-201-3291
［先着順］
した各10人

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

