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教文大ホール
ファイナル

舞台でカラオケ歌いましょう
～あなたもスターだ！～

あなたのリサイタル
～２種類のピアノを弾き比べましょう～

舞台で踊りましょう～あなたもダンサーだ！～

大ホール
見学ツアー
～大ホールの裏側
見せます!! ～
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〒210-8570区役所地域振興課
☎201-3136 201-3209
61tis	in@city.kawasaki.jp

第４回東海道川崎宿
三角おむすびレシピ募集

フリーマーケット出店者募集 ボランティア
スタッフ募集

４/１㈰

大ホールは閉鎖しますが、

引き続きサークル活動や会議などでご利用ください。

　川崎が発祥と言われている「三角おむすび」のレシピを募集し
ます。書類選考および試食会で選ばれた２作品は、まつり当
日に業者が販売し、購入者の投票により優
勝作品を決定します。優勝・準優勝のほか入
賞作品には賞状と副賞を進呈し、市内飲食
店での商品化に向けた広報などを行います。
2月28日（必着）までに区役所・支所などで

配布の申込書を直接、郵送、メールで。［選考］	

　会場内で行うフリーマーケットの出店希望者を募集し
ます。募集区画は２０区画で、参加費は無料です。
※出店条件などの詳細は
お問い合わせください。
2月28日（必着）までに

区役所・支所などで配布
の申込書を直接、郵送、
メールで。［抽選］

　当日の運営ボラン
ティアスタッフを募集し
ます。参加者を対象に
3月23日㈮18時から
説明会を開催する予定
です。 １月１５日から
電話かFAXで。

　３月３１日をもって教育文化会館の大ホールが閉鎖となります。５０年の長きにわたり、多く
の市民に親しまれてきた大ホールの閉鎖にあたり、さまざまなイベントを企画しましたので、
ぜひご参加ください。

教育文化会館〒210-0011富士見2-1-3☎233-6361 244-2347

　区内中学校、高校および消防
音楽隊による吹奏楽コンサートの
観覧者を募集します。
時間　１３時半～１６時（開場１３時）
定員　当日先着1,000人

　「キッズストリートダンスグランプリ」や「教文大
ホール閉鎖式典」を行う予定です。
※詳細はお問い合わせください。

時間　１０時～１２時
条件　1曲２コーラスで出入りを含めて５分以内。カラオケの音

源については、ＣＤを各自で用意
対象　市内在住で２月１０日㈯９時半～１１時半の説明会と３月２３

日㈮のリハーサルに本人が必ず出席できる人
定員　２０組（応募多数時は区内在住者優先）
1月19日（必着）までに名前（ふりがな）、住所、年齢、電話番号、

曲名を記入し往復ハガキで。［抽選］	
※カラオケとダンスはどちらか一方のみ申込可

　スタインウェイ（D型1967年製）とヤマハ
（CF1984年製）のピアノを弾き比べませんか。
演奏時間は１人30分程度です。
時間　１０時～１６時
対象　市内在住で２月１０日㈯１４時半～１６時の

説明会に必ず出席できる人
定員　１０人程度（応募多数時は区内在住者優先）
1月19日（必着）までに名前（ふりがな）、住所、

年齢、電話番号を記入し往復ハガキで。［抽選］

時間　１３時～１６時
条件　出演時間は舞台展開含め１団体１０分程度。音源について

は、原則ＣＤを各自で用意
費用　保険料実費
対象　市内在住または市内で活動している団体で２月１０日㈯１２

時半～１４時半の説明会と３月２３日㈮のリハーサルに本人
が必ず出席できる人

定員　２０組（応募多数時は区内在住者優先）
1月19日（必着）までに名前（ふりがな）、住所、年齢、電話番号、ジャ

ンル、団体の場合は団体名、人数を記入し往復ハガキで。［抽選］	
※カラオケとダンスはどちらか一方のみ申込可

　バックヤードの見学と大ホール
の歴史紹介のほか、清

し

水
みず

真
ま

美
み

氏
（昭和音楽大学ピアノ科非常勤
講師）によるピアノのミニコンサー
トもあります。
時間　１４時～１６時
対象　市内在住の２０人
1月18日10時から直接か電話

で。［先着順］

教育文化会館
大ホール さよなら記念イベント

３/31㈯

前回優勝作品「おむ
すびはバクハツだ」

東海道川崎宿２０２３まつり稲毛公園

今後も会議室・学習室などはご利用いただけます。

区 版か わ さ き01 　　川崎区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

川崎行政サービスコーナーは、２月17日㈯に川崎駅北口通路へ移転します。移転準備のため２月16日㈮は、終日休業します。☎244-1371
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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 区役所企画課☎201-3296 201-3209

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

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

6日㈫
20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
❶1月16日❷2月6
日から電話で区役所
衛生課☎201-3204 

［先着順］

1歳児
歯科健診 23日㈮ 8時45分～

10時
区内在住の1歳３カ月
未満で歯のことで気に
なることがある乳幼児

無料
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3157

（会場はいずれも区役所5階）2月の健診案内保健福祉
センター

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
☎201-3231 201-3209

区役所地域振興課

カローリング体験教室
　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」を体験してみ
ませんか。 2月3日㈯10時～12時

藤崎小学校体育館 大人200円、
子ども100円。動きやすい服装で室
内履きを持参。当日直接。主催は川
中島総合型スポーツクラブ。

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347
教育文化会館

基礎から学ぶ 社交ダンス
　健康増進とコミュニケーションを深
めることができる「社交ダンス」を始め
てみませんか。初心者歓迎。 2月9
日㈮、26日㈪、3月9日㈮、16日㈮、
23日㈮、全5回。13時15分～15時半。

教育文化会館 25人 5,000円。
動きやすい服装でダンスシューズ（無い
場合は運動靴でも可）を持参 1月16
日10時から直接か電話で。［先着順］ 

＊川崎授産学園
〒210-0802大師駅前1-1-5

☎266-3550 266-3554

プラザ大師

絵本の世界を楽しもう
　絵本作家ひろかわさえこさんによる
講演会です。終了後にはサイン会も。

2月18日㈰、13時半～15時(開場
13時) プラザ大師 小学生以上の
40人 2月2日10時から直接か電話
で。［先着順］
親子のための人形劇

　人形劇団ひとみ座の公演を親子で楽

しみませんか。 3月4日㈰、11時～
12時半 プラザ大師 親子70組 2
月9日（必着）までに往復ハガキに必要
事項を記入しプラザ大師まで。［抽選］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

プラザ田島まつり
　プラザ田島で活動しているサークル
などがさまざまな催しを行います。20
日はおもちゃ交換会、バルーンアート
釣りなどの体験コーナー、作品展示
など。21日は各サークルの舞台発表、
のんべーずミニコンサート。 1月20
日㈯、1月21日㈰10時～15時 プ
ラザ田島。
元気！健康カフェ

　管理栄養士と元気になる健康レシ
ピを考えましょう。 2月2日㈮10時
～12時 プラザ田島 当日先着25
人 100円。

＊川崎授産学園
☎各記事に記載 201-3293

区役所地域支援担当

地域活動デビュー応援！
男の料理教室

　食生活改善推進員と一緒に皮から
餃子を作ります。 2月16日㈮9時
半～12時半 区役所５階 20人
食材費実費。三角巾、エプロン、布
巾持参 1月16日から直接、電話、
FAXで☎201-3212。［先着順］
いこいの家 「充実ライフ健康講座」

　認知症予防体操、歯と栄養の講話
など介護予防のための健康講座。
❶渡田いこいの家…2月27日㈫、3
月6日㈫❷殿町いこいの家…2月19
日㈪、2月26日㈪❸桜本いこいの家
…2月26日㈪、3月5日㈪、いずれも
10時～11時半、全2回 各いこいの

家 区内在住で65歳以上の各20人
1月15日から電話、FAXで☎201-

3214。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3319 201-3293

区役所保育所等・地域連携

離乳食講座
　素材を生かす、そしゃくを促す、子
どもが意欲的に食べるなど、成長に
合わせた離乳食の進め方が学べます。

2月19日㈪10時半～11時15分
東小田保育園 4カ月～8カ月の子ど
もと保護者、10組 1月15日から電
話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎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、自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）の取り扱いを学びます。受講
者には修了証が交付されます。 ❶
川崎消防署…2月15日㈭13時半～
16時半❷臨港消防署…2月23日㈮9
時～12時 各消防署 いずれも30
人 800円 ❶1月30日❷2月9日か
ら電話かFAXで。（受付時間9時～16

時半）［先着順］

☎233-5521 246-1595

川崎病院
がん相談支援センター

がん患者サロン新春イベント
　病院スタッフによる演奏と手品。
1月23日㈫14時～15時半 市立川
崎病院７階大会議室 がんを患ってい
る人とその家族。

＊川崎授産学園
☎070-1339-8121 276-9144
市スポーツ協会

冬の「ワンコインスポーツ教室」
　生活の中に運動をとりいれましょ
う。❶リンパストレッチ❷いきいき体
操❸姿勢改善ヨガ ❶1月17日～3月
14日の水曜、13時～14時❷1月17
日～3月14日の水曜、14時半～15
時半❸1月18日～3月15日の木曜、
11時半～12時半 川崎港湾福利厚生
協会桜本センター３階（桜本1-2-29）

いずれも各回500円 中学生以上、
各回25人。当日先着。運動しやすい
服装で、室内シューズ、タオル、飲み
物持参。

東海道かわさき宿交流館

　川崎区の街歩きスポットをパネル展示で紹介します。
期間　1月16日～2月25日

〒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）

特別企画展「川崎区みどころ紹介パネル展」

区民車座集会～傍聴者募集～
　市長が区民の皆さんから意見を聴く｢区民車座集会｣を開催します。
　今回は、「区民の地域参加を応援し、共に創りあげる地域社会」をテーマ
に、地域活動の推進に向けたさまざまな取り組
みを行っている団体を交えて、市長との意見交
換を行います。
日時　2月14日㈬18時半～20時半(開場18時)
場所　スポーツ文化総合センター（カルッツかわ

さき）大会議室
傍聴　当日先着50人
※保育（事前申込制。2月13日正午まで）、手話通訳あり。詳細は問い合

わせるか市HPをご覧ください。また、当日の様子はインターネットで動
画配信します。市HP「市長の部屋」からアクセスしてください
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900。区役所企画課

☎201-3267 201-3209

「区地域福祉計画推進会議」公募委員募集
　誰もが安心して暮らせる地域を目指し、区の地域福祉を推進する地域
福祉計画推進会議の公募委員（任期：30年4月1日～32年3月31日）を募集
します。会議は年2～3回の開催を予定。
資格　4月1日現在20歳以上で、区内在住1年以上の人（市附属機関委員

や市職員を除く）
募集人数　2人

２月16日（必着）までに住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、職業、
職歴、地域活動経験、応募理由を記入（書式自由）し、小論文「地域の保健・
福祉活動について」（800字以内、書式自由）を添えて直接か郵送で〒210-
8570区役所地域ケア推進担当☎201-3202 201-3293。［選考］　

かわさき区ビオラコンサート

ジャズコンサート

日時　2月7日㈬12時10分～12時50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　久松ちず、渡邉淳子
内容　 東京交響楽団メンバーによるコントラ 

バス二重奏
区役所地域振興課☎201-3136 201-3209

日時　2月4日㈰14時～15時（開場13時半）
場所　プラザ田島学習室
出演　水岡のぶゆき＆Ｃ

カ

ＡＭ
マ

ＡＲ
ル

Ｕ
定員　当日先着75人

プラザ田島☎333-9120 333-9770 水岡のぶゆき

久松ちず 渡邉淳子

ＣＡＭＡＲＵ
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