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　毎年海の日に開催される「かわさき大師サマーフェス
タ」は今年で２３回目。メインイベントの「名所めぐりクイ
ズ・ウオークラリー」の他、大師地区の商店街では、サ
ンバカーニバルなどのイベントも実施されます。

今年もウオークラリーの各チェックポイントで
皆さんをおもてなしします。特に今年は「塩浜神
明神社・安産塩釜神社」「徳

とっこん

本上
しょうにん

人の碑
ひ

」「日ノ出厳
島神社」で、歴史や解説を聞くことができますの
で、ぜひ足を運んでみてください。

　県立大師高等学校吹奏楽部、アゼリア

合奏団inシニアが出演します。

　何が体験できるかは当日のお楽し
み。昔ながらの遊びやエコクラフト

（おもちゃづくり）に挑戦しよう！

　川崎大師名物のくず餅です。でんぷ

んの歯ごたえと、黒蜜のコク、きなこ

の香ばしさがたまらない

一品をご賞味あれ！

　大師地区の名所・旧跡を歩いて巡るスタンプラリーです。
各チェックポイントのスタンプを８つ以上集めると、若宮八
幡宮（チェックポイント２５番）で景品が当たる抽選会に参加で
きます。各ポイントでは地域に関係するクイズが出題される
他、俳句づくりやお楽しみくじなどさまざまなイベントが楽
しめます。
スタート受付　各チェックポイント（MAP参照）全28カ所
　　　　　　　９時～13時半
抽選会　若宮八幡宮・金山神社 ９時～15時
※小雨決行。自転車での参加はご遠慮ください。過去のス

タンプ帳も使用できます
区役所地域振興課☎２０１-３１２７ ２０１-３２０９

石渡孝明実行委員長
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午前９時～
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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

❶7日㈫
❷21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
❶7月17日❷8月7日
から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

24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
☎201-3212

（会場はいずれも区役所5階）8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
〒210-0011富士見1-1-4

☎222-5223 222-5122

カルッツかわさき

名曲の理由 Vol.2～チャイコフス
キーピアノ協奏曲の魅力～

　名曲の背景や聴きどころを解説する
講座。東京交響楽団の練習を一部ご
覧いただけます。 31年２月１日㈮１１
時～ カルッツかわさき 1,000円
１６歳以上、１００人 ８月１日１０時から
直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3212 201-3293

区役所地域支援担当

健康づくりサポーター養成講座
　健康づくりに関するボランティア養
成講座。全４回。 8月30日㈭、9月
14日㈮、21日㈮、10月5日㈮、いず
れも13時半～16時 区役所５階 区
内在住で運動制限のない各25人 7
月17日から電話で。［先着順］
食生活改善推進員養成講座

　食生活に関するボランティアを養
成する講座。全４回。 ❶8月30日

㈭❷9月14日㈮❸28日㈮❹10月15
日㈪。❶❷❹は13時半～16時、❸
は9時半～13時 区役所5階 区内
在住の各20人 7月17日から電話
で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

「元気！健康カフェ」
バルーンアートカフェ

　「元気！健康」をテーマに毎月第1金
曜日に開催しているカフェで、一緒に
バルーンアートを作りましょう。 8月
3日㈮１０時～１２時 プラザ田島学習
室 １００円（お茶代） 当日先着65人。

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

イヤイヤ期の子育て
　干潟館へのお出かけや親子の触れ
合いを通してイヤイヤ期の子どもとの
関わり方や接し方を学びます。 9月
11日㈫、13日㈭、25日㈫、10月2
日㈫、9日㈫、10時～12時、全5回

教育文化会館他 ２～３歳の子ど
もとその保護者15組 ９００円(保険
に係る費用) ８月８日10時から電話
で。［先着順］

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、直後の平日が休館）

日時　７月１８日㈬１４時～（開場13時半）
出演　（前座）田辺いちか、（二つ目）宝井梅

うめ

湯
ゆ

定員　当日先着８０人

　「宿場・街道」がテーマの講演会です。
日時　７月２１日㈯１４時～（開場13時半）　
講師　大森 誠（風人社代表取締役）　定員　当日先着８０人

　江戸時代に川崎宿でお土産として売られていた「麦わら
細工」。そのうちの絵ハガキ・虫かご・馬を作ります。
日時　７月３１日㈫、８月２２日㈬１０時～１６時
対象　子どもと保護者20組（子どものみ、大人のみは不可）
参加費　３００円　
※昼食持参か、1人300円でおむすびとお茶を用意（事前予約者のみ)

７月１５日から電話で。［先着順］　共催　麦人の会

　川崎の産業発展に貢献し、働く人 を々運んだ電車や市電の写真を展示します。
期間　８月７日～９月１７日

日時　８月１２日㈰１４時～１５時
場所　川崎ルフロン１階
出演　川崎小学校児童、
　　　市消防音楽隊
曲目　「上を向いて歩こう」他

区役所地域振興課
☎２０１-３１２７ ２０１-３２０９

　区内の企業などの魅力や技術を、夏休み
に楽しく学びませんか？　詳しくは区HPをご
覧ください。
日時　8月4日㈯１０時～１5時
場所　川崎ルフロン１階
内容　塗り絵で缶バッジ、パラ義足体験、
ミニコンサートなど事前申し込み不要のプログラムと体験プログラム［抽選］
体験プログラム
❶廃ガス管で万華鏡づくり　10時15分～、14時～
❷ドライアイスを使って実験してみよう！　11時～　　　　　

7月20日までに電話か区ＨＰで区役所地域振興課
☎201-3136 201-3209　

　教育文化会館の市民館機能を労働会館１～３階に移転させることが決定
しました。市民館が使いやすい施設となるよう、市民参加のワークショッ
プ(意見交換会)を実施します。全４回。
日時　❶8月4日㈯❷9月1日㈯❸9月22日㈯❹10月20日㈯
　　　いずれも10時～12時頃
場所　❶❸教育文化会館、❷❹労働会館（サンピアンかわさき）
対象　原則として全回参加できる、区内在住・在勤・在学の40人程度

7月17日（必着）までに市HPから申し込むか、教育文化会館・労働会館・
区役所などで配布する申込書を直接、郵送、ＦＡＸで〒210-0004宮本町６
明治安田生命ビル３階教育委員会事務局生涯学習推進課☎200-1981
200-3950。［抽選］

親子料理教室
　食生活改善推進員による料理教室です。子どもと保護者で楽しくお昼ご
飯を作ってみませんか。
日時　8月8日㈬、22日㈬9時半～12時半　場所　区役所5階栄養室
対象　区内在住の小学生と保護者各10組20人　費用　材料費実費　

7月17日から直接、電話で区役所地域支援担当☎201-3217 201-
3293。［先着順］

父親の子育て体験講座「ふじさきフェスタ」
　子どもと一緒に水遊びをしたり、簡単な遊具を作ったりしませんか。パ
パ同士で子育ての話をしましょう。
日時　８月４日㈯９時半～１０時４５分　場所　藤崎保育園
対象　0歳～就学前の子どもと保護者２０組

７月１６日から電話かFAXで藤崎保育園☎ 211-1306。［先着順］
保育連続講座「親子で遊ぼう」

　保育士と一緒に水遊びをしたり、看護師による救急処置などを学んだ
りする連続講座です。全4回。
日時　８月２９日㈬、９月５日㈬、１５日㈯、１９日㈬、１０時～１０時４５分
場所　大島・大島乳児保育園　
対象　１歳～2歳11カ月の子どもと保護者各１３組

７月３０日から電話かFAXで区役所保育所等・地域連携☎201-
3319 201-3293。［先着順］

講談de交流

街道シリーズ「街道地形、『峠』の風景を歩く」

子どもと大人で一緒に楽しく麦わら細工を作ろう

企画展示「川崎の鉄道・物語」

坂本九さん追悼コンサート

教育文化会館の移転に関する
ワークショップ参加者募集

田辺いちか 宝井梅湯

絵ハガキ

馬

虫かご
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