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　各保育園の特徴を生かした、区内の
園児による作品を展示しています。
日時　�9月3日㈪13時～19時、
　　　４日㈫・5日㈬・7日㈮9時～19時、
　　　8日㈯9時半～14時
場所　１階イベントホール

内容　�❶A
ア ダ ー ジ ョ

dagioのがっきまつり❷藤原明美先生の親子
体操❸カリヨンのおんがくえほんコンサート

時間　�❶第１部：9時35分～9時50分、第２部：10時～10
時20分❷第１部：10時50分～11時10分、第２部：
11時25分～11時45分❸12時20分～13時

定員　❷のみ各50組（9時半から6階で整理券配布）
場所　6階大会議室

　市では、地域でいろいろな人がつながり
集うことで、これまでにない活動や価値を
次々と生み出していく「市民創発」に向けた
地域づくりの「新たなしくみ」を検討していま
す。今回のワークショップでは、区内でさま
ざまな活動をしている人や、活動に興味が
ある人たちで集まって、「川崎区のミライがこ
うなったらいいな」という未来予想図を一緒
に楽しく考えます。

日時　９月１５日㈯１３時半～１６時半
場所　u

ウ ニ コ ー ト

nicourt（日進町3-4）※unico内
対象・定員　区内在住・在学・在勤か、区内で地域活動をしている高校生以上、
20人　謝礼　クオカード2,000円分
応募方法　8月24日までに氏名・フリガナ、年齢、住所、電話、メールアドレ
ス、参加希望区（川崎区）、主な地域活動歴（なしでも可）を記入の上（書式自
由）、直接、FAX、メールで。※保育希望者は、応募時に記入

市民文化局協働・連携推進課☎200-1986 200-3800
25kyodo@city.kawasaki.jp�［抽選］

※子育てグループ・ボランティアや子育て支援関係機関、公募市民、区役所の職員が協力し、
企画や役割分担、当日の運営などを行っています。

　遊び、相談、子育て情報コー
ナーなど、さまざまなブース
があります。詳しくは区役所、
支所などで配布中のチラシを
ご覧ください。

　各ブースのイベ
ントに参加してス
タンプを集めると
景品がもらえます！

　子どもも大人も楽しく交流できるイベントです。バ
ルーンアート釣り、記念写真コーナー、手形スタンプな
どの企画が盛りだくさん。親子で見て、触って、一緒
に楽しみませんか。

9／8㈯
9時半～14時

場所▶教育文化会館
対象▶主に未就学児と保護者

区役所地域ケア推進担当☎201-3210 201-3293

みんなの子育てを
応援しています。
ぜひイベントに

ご参加ください！

かわさきくほいくえん
作品展（同時開催）

イベントコンサート

ブース

スタンプラリーも！

川崎区ミライのコミュニティ
を考えるワークショップ

かわさき区
子育てフェスタ

あそべる！つながる！
みんなともだち！ 

子育てママたちも
企画・運営に
参加している
イベントです！

公募委員　古荘さん親子
（かわさき区子育てフェスタ実行委員長）

子育てグループ「星空の鈴」
小森さん親子
（かわさき区子育て
フェスタ副実行委員長）

  川崎区の

オモシロイ場所、

「unicourt」で開催

会場：unicourt

複合施設:unico

詳細はこちらから▶
これからの

地域活動の幅が

広がる出会いが

あるかも！
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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・祝日9時～17時 ☎244-1371

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

❶4日㈫
❷18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
❶8月21日❷9月4日
から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

28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）9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
☎201-3127 201-3209

区役所地域振興課

かわさき区ビオラコンサート
　西野宏（トランペット）＆山下美帆（ピ
アノ）による演奏。 9月5日㈬12時
10分～12時
50分 市役
所第3庁舎1
階ロビー

＊川崎授産学園
☎各記事に記載 201-3293

区役所地域ケア推進担当

骨粗しょう症について学びましょう！
　川崎病院医師による講演や血管年
齢、骨密度の測定などを区在宅療養
推進協議会主催で行います。 9月
15日㈯14時～16時 カルッツかわさ
き1階会議室 ☎201-3210 
川崎区通訳・翻訳ボランティア交流会

　ボランティアのスキルアップのための
講演と交流会です。 10月13日㈯14
時～16時 教育文化会館 通訳・翻
訳ボランティア、ボランティアに関心の
ある40人 8月15日から電話かFAX
で。☎201-3202。［先着順］

＊川崎授産学園
☎ 各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

体験保育「親子でランチ」
　親子で子どもと同じ年齢の園児と一
緒に遊んだり、給食を食べたりします。

9月13日、27日、10月4日、11日、
11月8日、22日の木曜、9時～食事
終了まで 大島・大島乳児保育園、東
小田保育園、藤崎保育園 10カ月
～就学前の子どもと保護者、各園各

日2組 8月21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］
パパもいっしょに！
ジョイフルサタデー　ひがしおだ

　体を動かして遊んだり、自分で作っ
た楽器でリズム遊びをしたりします。

9月22日㈯9時半～12時 東小田
保育園 就学前の子どもと保護者。
リズム遊び（30組）のみ要予約 8
月22日から電話かFAXで東小田保育
園☎ 355-6620。［先着順］
ファミリー講座「笑いヨガ」

　笑いヨガに参加して、楽しいひとと
きを過ごしましょう。 9月29日㈯9
時50分～10時半、10時50分～11時
半 地域子育て支援センターむかい

就学前の子どもと保護者、地域の
人など各回10組 8月27日から電
話かFAXで（受付時間9時～16時半）
地域子育てセンターむかい☎ 244-
7730。［先着順］
離乳食講座「もぐもぐ・ごっくん」

　子どもの発達に合わせた、素材を
生かし、そしゃくを促す離乳食の進め
方が学べます。 9月26日㈬10時半
～11時15分 地域子育て支援セン
ターふじさき 5～7カ月の子どもと
保護者10組 8月27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］

＊川崎授産学園
☎各記事に記載 201-3293

区役所地域支援担当

プレママランチ会
　プレママ同士で料理を作り、楽しく
ランチをしませんか。妊娠期の食事
や歯のブラッシング法、産後の手続
きについて学べます。 9月27日㈭
9時半～13時40分 区役所5階 第

1子妊娠中の15人 材料費実費。三
角巾、エプロン、布巾持参 8月16
日から直接か電話で。☎201-3212。

［先着順］
市民向け認知症サポーター養成講座

　認知症について正しく知り、対応
について学ぶ基礎講座です。 9月
7日㈮14時～15時半 区役所7階

市内在住・在勤の50人 8月15日
から直接か電話で。☎201-3206。

［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-3

☎233-6361 244-2347

教育文化会館

聞き書きボランティア入門講座
　お年寄りの経験を聞き取り、記録を
残す人材を育成します。 9月20日、
10月4日、18日、11月1日、15日、
22日、29日、12月20日の木曜、10
時～12時、全8回 教育文化会館他

20人 資料代実費 8月16日10
時から直接か電話で。［先着順］
着物を小物にリメイク

　着ることなく手元にある着物地を
使って、小物を作ります。 9月14
日～10月5日の金曜、13時半～15
時半、全4回 教育文化会館 20人

2,500円 8月18日（必着）までに
必要事項を記入しハガキで。［抽選］
親子でリトミック

　ソプラノ歌手さくらいすみえ氏によ
るリズム遊び。 9月20日㈭10時～
12時 教育文化会館 2～4歳の子
どもと保護者30組 1人50円(保険
に係る費用) 8月21日10時から電話
で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

男の料理入門
　プラザ大師で料理を始めませんか。

9月20日、10月11日、25日、11
月1日、8日の木曜、10時～13時半、

全5回 プラザ大師 50歳以上の男
性、15人 3,000円 8月24日10時
から直接か電話で。［先着順］
ヨガで健康に

　心が落ち着く呼吸法で体を整え、
日々の生活に生かしましょう。 9月
13日㈭10時～12時 プラザ大師
24人 50円 8月21日10時から直
接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

まちの音楽家たちのミニコンサート
　文

ふみなし

梨衛
まもる

&徹
とおる

によるサックス＆ピアノ
の演奏会。 8月26日㈰14時～15
時 プラザ田島 当日先着65人

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280-7321 280-7314

東海道かわさき宿交流館

江戸時代の粋に遊ぶシリーズ　
その３３「新

しんない

内」
　カメルーン出身の
ワッシー・ヴィンセン
ト氏によるアフリカ
ンなリズム三味線を
お届けします。
8月25日 ㈯14時 ～
(13時半開場） 東海道かわさき宿交
流館4階 当日先着80人 1,500円

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見1-1-4

☎222-5211 222-5122

カルッツかわさき

スポーツ・文化教室参加者募集
　❶こころとからだの元気を取り戻す！
足つぼ入門講座❷骨盤調整エクササイ
ズ ❶10月9日からの火曜、13時半
～15時、全6回❷10月5日からの金曜、
13時50分～16時50分、全8回 カルッ
ツかわさき ❶7,500円❷6,000円
❶20人❷40人、いずれも16歳以上
8月27日(必着)までに必要事項を記入
し往復ハガキか同施設HPで。［抽選］

　県立川崎高校養蜂部と協働で開催する、ミツバチと蜂蜜に関するイベン
トです。当日は、採蜜体験や採れた蜂蜜の試食の他、吹奏楽部や軽音楽
部による公演、茶道部による抹茶の振る舞いなど、文化部による催しがあ
ります。荒天中止。
※ 1歳未満の子どもの蜂蜜の試食はできません
日時　8月25日㈯10時～14時
場所　県立川崎高等学校

区役所企画課☎201-3101 201-3209

　東海道川崎宿起立400年を迎える2023年に向けて、「今からできること」
や、「かつて宿場町として栄えた川崎を再現するには」などをテーマに、全3
回程度のワークショップを行います。
日時　9月29日㈯13時半～16時（開場13時）　
場所　東海道かわさき宿交流館４階集会室
対象　区内在住・在勤・在学か、区内で地域活動をしている20人
※ ２回目以降の日程や詳細については、９月３日から区役所、

支所で配布するチラシをご覧ください
9月3日から電話か住所、氏名、年齢、電話番号を記入し

FAXで区役所地域振興課☎201-3136 201-3209。［先着順］

　毎年恒例の夏祭り。スーパーボールすくい、
水鉄砲射的、紙相撲、手品など、楽しいイベン
トが盛りだくさん！　夏の思い出づくりに家族で
出掛けてみませんか。
日時　８月２５日㈯１５時５０分～１７時半
　　　※雨天中止
場所　小田公園（小田４－２０－３８）
定員　２００人（当日１５時半から参加券を配布）

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

かわさきハニーフェスタ 小 田 公 園 夏 の お 楽 し み 大 会
自分で採った蜂蜜を味わってみませんか

「東海道川崎宿」について語ろう
～2023年の東海道川崎宿を一緒に描きませんか～
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