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知ろう！学ぼう！かわさき企業市民交流Day
区内の企業などの魅力や技術を楽しく学ぼう！
※事前申込制。 詳細はお問い合わせくださ
い。 定員に空きがあれば当日10時半から先
着で整理券を配布します。
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29

9月16日㈯10時半～15時

場所

川崎ルフロン1階
（日進町1-11）

内容

体験型プログラム

プログラム
時間(各回20分～30分)
廃ガス管を使って万華鏡を作ってみよう！ 10時45分～ 14時20分～

9

第2回

日時

ドライアイス実験教室(小・中学生対象)

（平成29年8月1日現在）

13時40分～

その他、申込不要のプログラムやコンサートなどもあります。 詳細は区

229，
630人

役所などで配布しているチラシまたは区ＨＰをご覧いただくか、お問い合わ

116，
016世帯

せください。

区役所地域振興課☎201-3136

201-3209

市バス♥安全・安心フェスタで

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、バスと交通安全のイベントです。
当日は、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
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10月9日㈷ 9時～15時

はっちょうなわて

楽しもう！

場所 飛鳥ドライビングカレッジ川崎
（下並木97、
八丁畷駅徒歩2分）

交通局管理課

☎200-2491

200-3946

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。

区役所危機管理担当☎201-3134

201-3209

運転技能コンクール

交通安全母の会自転車教室

スを
Ｓ字コー す
ま
け
抜
通り

座学と実技を通して正しい自転車の乗り方が
学べます。

キャラクター記念撮影会
❶10時～ ❷12時～ ❸14時～

各キャラクターと自由に記念撮
影ができます。

定員 50人
対象

13時～

小学生の子どもの保護者、交通安全母

の会会員など

市バス運転手と、飛鳥ド

9月２９日までに住所、氏名、連絡先、教

ライビングカレッジ川崎の

室名を記入し、ハガキで〒210-8570区役所危
機管理担当☎201-3134

教官が磨き抜かれた運転

201-3209。
［抽選］

ラッピングバス展示と運転席体験

技術を披露します。

スタントマンが交通事

本物のパトカーと白バイを

故を再現し、交通事故

展示します。ミニミニパトと

の危険を再認識できま

ミニ白バイには子どもが試乗

す。

市バス♥安全・安心フェスタだけ。制服を着
て、運転席で記念撮影もできます。

でき、記念撮影ができます。
・未来の乗り物体験試乗会 ・キックターゲット ・自転車シミュレーター

他にも
・パンクレス自転車体験
催しがたくさん！

街角アートウイーク

東海道かわさき宿交流館内イベント
地域の子どもたちによる区

ンドによる演奏などを行います。

の産業史・歴史をテーマとした

おさるのかごや

ミュージカルを上演します。

子どもたちに人気のあるおさ

じぶん結い 江戸日本髪ワークショップ
わ が み

自分で日本髪を結い上げて、和髪の魅力に触れてみ
ませんか。日本髪を結いあげたら浴衣などを着て、子
どもみこしなどと一緒に東海道
を歩きましょう。
要予約。 詳細はお問い合わ
せください。 グローバル文化
協働支援センター☎222-3582

日時 平成29年9月16日㈯～18日㈷
場所 東海道かわさき宿交流館など
グローバル文化協働支援センター☎222-3582
区役所企画課☎201-3267 201-3209

体験型回遊イベント！

黒松ステージ
民族舞踊、 大道芸、 地域バ

タイムトラベルMusical

・市バスグッズの販売 ・スタンプラリー

・東海道おむすびをはじめとしたグルメコーナー など

いきいきかわさき区提案事業

東海道

ふろん太

パトカー、白バイ展示
ミニミニパト、ミニ白バイ試乗

スケアードストレート交通安全教室

コラボラッピングバスが３種類揃うのは、

ノルフィン（左）と
ハローキティ（右）

るのかごやが、東海道を行った
りきたりします。

その他にも催しがたくさん！
輪っかつなぎ、地域の美術作

こどもみこし
おみこしを担ぎたい子どもたち、みんな集
まれ。手作り子どもはっぴを無料で貸し出し。
集合場所

市役所第４庁舎広場

集合時間 （1）
10:00  
（2）
13:00
（小雨決行、雨天時は庁舎1Ｆロビー内で実施）

イケメンちょんまげ・まるまげツアー
時代劇から飛び出したツアーコンダクターが、東海道の

品展示、17日のみ静岡県島田

名所旧跡などを案内します。
（ツアーは、英語、中国語、ベ

市のこども合唱団の出演、麦わ

トナム語対応）
。

ら細工体験など。

集合場所

※詳細は、区役所等で配布するチラシをご覧ください。

東海道かわさき宿交流館

集合時間 （1）
11:45 （2）
13:45 （3）
14:45

住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（川崎地下街アゼリア西広場）へ。平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時〜17時☎244-1371

ここからかわさき区版です

2017（平成29）年
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東海道かわさき宿交流館
〒210-0001本町1-8-4 ☎280-7321 280-7314
毎週月曜休館
（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

前座二ツ目激励
「お昼の落語」

特別企画 歌川国貞作
美人東海道展
開催期間

日時

9月18日㈷

場所

東海道かわさき

出演

画展示室

定員

申し込み方法は市版5面参照

区役所保育所等
・地域連携
＊川崎授産学園
各記事に記載

りゅうてい い ち わ か

区役所地域振興課☎201-3127

9月25日から

号、参加者の氏名を電話かＦＡＸで。

270-3428。
［先着順]

父親の体験講座「パパクッキング」
お父さんが簡単おやつを作って、

島保育園

ばあちゃんも一緒に楽しめます。

FAXで大島保育園☎
大

就学前の子

どもと保護者、地域の人など４０組
9月19日から電話かFAXで区役所

大

1～2歳の子どもと保護
9月25日 から 電 話 か
222-7252。

先輩ママやパパによる出産・子育て
講座＆座談会、栄養士による栄養相
談などで情報交換や交流をしません

201-3293。
［先着順］

か。

小麦粉粘土や触れ合い遊びなどを
楽しみながら、仲間づくりをしません
❶10月24日 ❷10月31日 ❸

11月7日❹11月14日の火曜、いずれ
も10時～10時45分、全４回

❶藤

27年4月～28年3月生まれの
9月21日

これからパパ・ママにな

る人10組

9月25日から電話か

FAXで大島保育園☎

222-7252。

［先着順]

☎201-3231 201-3209

地域連携☎201-3319

みませんか。

❶9月16日㈯10時～

12時 ❷10月9日 ㈷13時 半 ～15時

離乳食講座
素 材を生かす、 そしゃくを促す、

された行政相談委員が相談を受けま

組

3,000円

す。

❶10月４日㈬❷10月5日㈭い

地域振興課
（相

談情報）
☎201-3132

201-3295。

アレルギーと上手に付き合うこつ

スあり

月の子どもと保護者、10組❷9カ月

力、上体起こしなどで自分の体力年

～18カ月の子どもと保護者、７組

齢を測定してみませんか。

着順]

市スポーツ協会
＊川崎授産学園

で。
［先着順］

〒210-0011富士見2-1-9
富士通スタジアム川崎内
☎070-1339-8121 276-9144

区役所衛生課
＊川崎授産学園
☎201-3204 201-3291

結核予防週間

秋のスポーツ教室

9月24日～30日は
「結核予防週間」

プラザ大師
＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

10月9

宮川病院公開講座「緩和ケア」
「緩和ケア」
について、正しい知識を
身に付ける公開講座です。医師の測

日 ㈷10時 ～12時
（受 付 は11時 半ま

定、相談コーナーも。

で） スポーツ・文化総合センター小

14時～16時
（開場13時 半） プラザ

等・地 域 連 携 ☎201-3319

体育室

大師

20～79歳の人。 動きやす

い服装で室内履きを持参。当日直接。
パワフルかわさき区民綱引き大会
参加チーム募集

「JAXAコズミックカレッジ」
による

子どもの部
（1チーム12人。 小学

ロケット作りや親子リトミック、 感覚

1～3年 生4人 以 上、 小 学4～6年 生

遊び・食育・体を動かすコーナーなど。

8人以内）
、女子の部
（1チーム8人）
、

親 子リトミック
（0～2歳 未 満 の 親 子

教材費８００円

ＡＸで
（受付時間9時～16時半）
。[先

9月19日から電話かFAX

❶10月4日 ❷10月11日から、 い

就学前の子どもと保護者

いずれも30人

区内在住の

ずれも電 話かFAXで区 役 所 保 育 所

ば保育園

❶川崎消防署❷臨港消防署

❶10月3日❷10月13日から電話かＦ

10月25日㈬10時～

乳幼児と保護者など。 キッズスペー

川崎区体力テスト会
スポーツの秋。 ぜひこの機会に握

（これからパ パママになる人も可）
。

12時

❶骨盤エクササイズ❷優しいピラ

11時 ～12時 ❷10月6日 ～12月15

❶4カ月～8カ

よつ

㈫ ❷10月27日 ㈮、 い ず れも9時 ～

アレルギーとの上手なつきあい方

区役所５階

❶10月17日

し、胸部Ｘ線検査を受けましょう。

は川中島総合型スポーツクラブ主催。

10月21日㈯9時半～１2時

と実習を行います。

☎201-3214 201-3293

～12月11日の月曜
（10月9日を除く）

時15分 ❷11月14日 ㈫11時15分 ～

よつば

（AED）の 取り扱い 方 法などの 講 義

区役所地域支援担当
＊川崎授産学園

を学びます。

心肺蘇生法、自動体外式除細動器

ある場合は、早めに医療機関を受診

❶のみ大人

装で室内履きを持参。当日直接。❶

ジ ャ ク サ

普通救命講習Ⅰ

総合センター小体育室

❶11月8日㈬10時半～11

パパもいっしょに！
ジョイフルサタデー

☎366-2475 272-6699

ティス❸壮快！健康体操

ます。

3293。
［先着順］

市消防防災指導公社
＊川崎授産学園

カドー川崎店
（小田栄2-2-1）
❷イトー

です。 咳や微熱など気になる症状が

200円、子ども100円。動きやすい服

201-

接か電話で。[先着順]

❶イトーヨー

ずれも13時 ～16時

9月15日10時 から直

❶藤崎小学校体育館❷スポーツ・文化

子どもが意欲的に食べるこつを学び

❶地域子育て支援センターふ

プラザ大

小学１～中学3年生と保護者、20

子どもから高齢者まで気軽にでき
るスポーツ
「カローリング」
を体験して

［先着順］

13時半～15時半、全4回
師

カローリング体験教室

から電話かFAXで区役所保育所等・
201-3293。

7日、14日、11月4日、11日 の 土 曜、

や要望について、総務大臣から委嘱

11時半

区役所地域振興課
＊川崎授産学園

崎保育園❷❸❹旭町こども文化セン

親子で楽しむ書道教室です。10月

国の行政機関の業務に対する意見

10月21日 ㈯11時 ～12時

大島保育園

伝統文化親子教室

特設行政相談所

いずれも当日直接

プレママ・プレパパ講座

201-3209

接か電話で。[先着順]

ヨーカドー川崎港町店
（港町12-1）
、

［先着順］

保育所等・地域連携☎201-3319
保育連続講座
「親子であそぼう！」

9月29日までに参加部門、

288-4289

10月21日 ㈯10時 半 ～11時 半

10月14日 ㈯10時 半 ～11時 半

大体育室

団体名、代表者の氏名・住所・電話番

者、10組

師こども文化センター

こ こんてい こま じ

直接、電話、FAXでよつば保育園☎

劇団｢にこにこあおむし｣による人

じさき❷大島保育園

曲目 「川の流れのように」
「美女と野獣」
ほか

80人

形劇を見ませんか。 おじいちゃんお

12時

市役所第３庁舎１階ロビー

柳亭 市若、古今亭 駒次

親子で試食し、 交流しましょう。

ファミリー講座｢人形劇｣

子どもと保護者、２０組

場所

東海道かわさき宿交流館４階集

15組）のみ要予約

区のお知らせ

ター

10月4日㈬12時10分～12時50分

出演 クララ・ベルリンガーズ(ハンドベル)

9月20日㈬14時～15時半
（開場：

会室

宿交流館3階企

か。

日時

13時半）

まで
場所

かわさき区ビオラコンサート

大人の部
（1チーム12人、うち女性2
人以上）
に分かれて試合を行います。
事前申込制。
15時

11月5日㈰10時～

スポーツ・文化総合センター

7 つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。

インターコムかわさきく

60人

保健福祉
センター

健診名

10月28日㈯

❶10月2日

日の 金 曜
（11月3日を除く）
9時 半 ～
10時 半 ❸10月4日 ～12月6日 の 水
曜11時～12時、いずれも全10回
富士通スタジアム川崎かわＱホール
各6,000円

❶❷中学生を除く15

歳以上❸50歳以上、 各35人。

9

月16日(必着)までに必要事項を記入
し往復ハガキで。
［抽選］

9月22日10時 から直

10月の健診案内（会場はいずれも区役所5階）
日程・受付時間

内容など
費用
匿名で受けられます。
ＨＩＶ ❶3日㈫ 8時45分～ 感染の可能性がある
無料
即日検査 ❷17日㈫ 9時45分
ときから3カ月経過
した10人
区内在住の1歳３カ月
1歳児
8時45分～
27日㈮
未満で歯のことで気に 無料
歯科健診
10時
なることがある乳幼児

❶9月19日❷10月
3日から電話で
区役所衛生課
［先着順］
☎201-3204
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3157

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
区役所地域支援担当☎201-3214 201-3293
区役所企画課☎ 201-3296

201-3209

