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　地震や津波、豪雨災害は、いつ発
生するか分かりません。いざというと
きに備えるため、さまざまな参加型の
訓練を行います。ＡＲ（拡張現実）を用
いた浸水体験するコーナーをはじめ、
土のうの積み方、ＡＥＤの操作体験。
普段体験できないような訓練が盛りだ
くさん。防災について、楽しみなが
ら学びませんか。

日時　11月17日㈰9時～12時　※雨天決行（荒天中止）
場所　四谷小学校

【第1部】　津波避難訓練
（9時～9時45分）
【第2部】　各種防災体験
（9時50分～10時50分）
【第3部】　防災講座
（10時50分～11時50分）

川崎区総合防災訓練（津波避難訓練）

区役所危機管理担当
☎201-3327 201-3209

　東北大学・東京大学・富士通と
津波被害の軽減に向けた研究を
進めています

　当日は、適切な避
難行動を支援するス
マートフォンアプリを
活用した社会実験を
行います。訓練時の避難行動の
データなどは、今後の津波対策に
活用させていただきます。
総務企画局危機管理室

☎200-2842 200-3972

▲ゴーグルを通して視覚的にリ
アルな浸水が見えるAR（拡張現
実）による浸水体験

　旧東海道を中心とした川崎の歴史スポットなど20カ所以上を
巡るスタンプラリーを開催します。沿道店舗の割引サービス、
歴史ガイド（一部ポイント）、昔遊びなどのおもてなし企画が盛
りだくさん。クイズや体験チャレンジなどもあります。旧東海
道を歩いて、学んで、遊んで、食べて、楽しもう！
区役所地域振興課☎201-3136 201-3209

スタンプ帳配布場所（受け付け：９時～１４時）
●JR川崎駅東口広場（坂本九の歌碑前）
●港町駅（美空ひばりの歌碑）
●八
はっちょうなわて

丁畷駅前（無縁塚）
※ＪＲ川崎駅東口広場では8時45分から
　準備体操を行います

スタート

記念品引換所（受け付け：９時～１５時半）
●稲毛公園　●八

はっちょうなわて

丁畷駅前（無縁塚）

ゴール

９時～１５時半
雨天決行（荒天中止）

１１月２３日㈷

全ポイント制覇 20ポイント以上 10ポイント以上 3ポイント以上 飲食サービス

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!

スタンプ帳掲載店舗にて、
お得なサービスが受けられます

《 《

▲区HP

▲体験チャレンジ（浮世絵刷り）

▲クイズポイントの様子

スタンプポイント（受け付け：９時～１4時半）
①港町駅（美空ひばりの歌碑）　②徳泉寺　③六郷の渡し　④万年屋
跡　⑤川崎稲荷社　⑥田中本陣跡　⑦一行寺　⑧宗三寺　⑨東海道
かわさき宿交流館　⑩幸福寺　⑪稲毛神社　⑫榎様　⑬妙遠寺　⑭
佐藤本陣跡　⑮ＪＲ川崎駅東口広場（坂本九の歌碑）　⑯教安寺　⑰川

崎小学校（坂本九・佐藤惣之助
の母校）　⑱芭蕉の句碑　⑲
無縁塚　⑳夫婦橋
★東海道かわさき宿交流館で
は、東海道三角おむすびレシ
ピコンテストの入賞作品を数
量限定で販売します。

スタンプポイント、クイズポイント、体験チャレンジの各ポイントを集めてすてきな景品をゲットしよう！

スタンプを集めて
防災グッズをもらおう！
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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。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日
検査

❶
3日㈫
❷
17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
した各10人

無料
❶11月19日❷12月3日か
ら電話で区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

20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
12月18日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）12月の健診案内地域みまもり
支援センター

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
☎ 各記事に記載

区役所地域振興課

かわさき区ビオラコンサート
　❶Style-3! による
出張コンサート❷市
消防音楽隊による「坂
本九さん生誕記念
コンサート」 ❶11
月21日 ㈭❷
12月4日 ㈬、
12時10分～
12時50分
❶田島支所3
階会議室❷市役所第３庁舎１階ロビー

☎201-3127 201-3209
川崎宿大学～お蕎

そ ば

麦のはなし～
　かつて宿場
のあった保土
ケ谷で蕎

そ

麦
ば

屋
を営む近藤博
昭さんによる
蕎
そ

麦
ば

とまちづくりの講座。 11月30
日㈯14時～16時（開場13時半） カ
ルッツかわさき第2・3中会議室 当
日先着60人 ☎201-3136 201-
3209
市民講座「“ともに”生きる
ｰ音楽の作る絆、音楽で作る絆」

　有田栄
さかえ

氏（昭和音楽大学教授）による

講座。音楽療法体験なども。 11月
23日㈷9時45分～11時45分（9時受け
付け開始） カルッツかわさきホール
当日先着200人 実行委員会事務局
☎080-2677-0006、市民
文化局市民文化振興室☎
200-3725 200-3248

＊川崎授産学園
☎201-3216 201-3293

区役所地域支援課

認知症になっても安心して暮らせる
川崎の街づくり

　講師：高橋正彦医師（たかはしメモ
リークリニック）。 12月9日㈪14時
～15時半（開場13時半） 区役所7階

区内在住・在勤の80人 11月15日
から電話かＦＡＸで。［先着順］
いこいの家健康講座

　楽しく体を動かす認知症予防運動、
栄養と歯の講座。 12月2日、9日
の月曜、10時～11時半、 全2回
渡田いこいの家 20人 11月15日
から電話かＦＡＸで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3319 211-0637

区役所保育所等・地域連携担当

ジョイフルサタデー「川崎区保育・
子育て総合支援センター」

　保育士による企画など、土曜のひ
とときを家族みんなで楽しく過ごしま
せんか。 12月14日㈯9時半～12
時 区保育・子育て総合支援センター

0歳から就学前の子どもと保護者。

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

そば打ち体験教室
　小学生向けのそば打ちの体験。
12月8日㈰10時～13時 同館 区
内在住の小学3～６年生、20人 500
円 11月15日から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

プラザ大師まつり
　プラザ大師で活動する団体が学習
成果を発表し、地域交流を図ります。
作品展示、本のリユースコーナーなど
も。 同館。

日程 時間 内容

11/16
㈯

10時～15時 体験ひろば

14時～15時 おはなし会

13時半～
15時45分 フラダンス体験

11/17
㈰

10時～12時 発表会

14時～16時 ダンス体験・発
表会

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

プラザ田島まつり
　14日は「ザ・のんべーず」のコンサー
ト、舞台発表。15日はおもちゃ交換会、
押し花体験など。喫茶コーナー、古
本市、作品展示は両日開催。 12月
14日㈯、15日㈰、10時～15時 同
館 一部有料。
まちの音楽家たちの
ミニコンサート

　齋藤文江と河合しほみによるピア
ノと歌のコンサート。 11月24日㈰

14時～15時（開場13時半） 同館
当日先着65人。

＊川崎授産学園
☎201-3204 201-3292

区役所衛生課

世界エイズデー
　12月1日は世界エイズデーです。エ
イズウイルス（HIV）に感染すると免疫
力が低下し、エイズを発症します。発
症前に検査を受けて、早期に発見する
ことが重要です。心配な場合は、検
査を受けましょう。検査の詳細は紙面
右下の健診案内で。

＊川崎授産学園
〒210-0026堤根34-15
☎233-5592 221-5031

かわさき老人福祉・地域交流センター

健康講話会
　❶馬

ま

嶋
じま

医師（馬嶋病院）による「整形
外科のウソ・ホント」❷田所直美氏(健
康運動指導士)による「元気にいきいき
と！ 動ける体づくり」。動きやすい服装
で上履き、タオル、飲料持参。 11
月19日㈫13時半～15時半（開場13
時） 同センター 60歳以上、当日
先着100人。

＊川崎授産学園
〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475 272-6699

市消防防災指導公社

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法や、自動体外式除細動器

（AED）の取り扱い方法などの講義と
実習。受講者には修了証を交付。
❶12月24日㈫❷1月10日㈮、9時～
12時 川崎消防署 各30人 800
円 ❶12月3日から❷12月13日か
ら、9時から電話で。［先着順］

発見！

　Xリーグ（社会人アメリカンフット
ボールリーグ）では、試合をより楽しく観戦
するために、試合前に家族・仲間・ファンが
集い盛り上がる場としてXキャンプを開催し
ています。アメフット講座・体験、キッチン
カー、DJタイム、キッズルームなどアメフッ
トに馴染みがない人でも楽しめます。11月
17日㈰リーグ戦最終節、30日㈯準決勝を開催。スポーツを通して交流が
できる“まちのひろば”に一度足を運んでみませんか。詳細はHPで。

区役所企画課☎201-3267 201-3209

富士通スタジアム川崎「Xキャンプ」

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

◀ 
Xリーグ
HP

Vol.5

　区内のボランティア団体・障害者・福祉施設・企業などが集う「福祉」を
知ってもらうお祭りです。子どもから大人まで、楽しめる企画が盛りだく
さんです。ぜひ、ご来場ください！
日時　11月16日㈯10時～15時　場所　教育文化会館
内容　福祉作業所製造パン販売、社会貢献企業出店、福祉活動紹介・
体験、パラスポーツ体験、盲導犬に関する講演・実演、エコバッグぬり絵・
折り紙など作って遊ぼうコーナーなど

区社会福祉協議会☎246-5500 211-8741

　誰もが立ち寄れる憩いの場「地域の縁側」を体験できます。お茶を飲みなが
らのおしゃべりやクリスマスリース作りで、楽しいひとときを過ごしませんか。

区役所地域ケア推進課☎201-3203 201-3293

　１月から始まる連続講座の参加者を募集します。他の講座などの
詳細は区役所などで配布中のチラシか施設ＨＰをご覧ください。

11月26日（必着）までに施設ＨＰまたは往復ハガキ
に必要事項(申し込み方法は市版5面参照)を記入し、
〒210-0011川崎区富士見1-1-4カルッツかわさき☎
222-5211 222-5122 ［抽選］

「地域の縁側」体験ブース

川崎区社協福祉まつり カルッツかわさきスポーツ・文化教室 参加者
募集

川崎区社協
ウェーブくん

教室名 初回日程 曜日 時間 回数 参加料 対象・定員

シェイプアップ
エアロ 1月6日 月 10:45～

11:45 9回 6,840
円

16歳以上
30人

空手教室初級 1月7日 火 15:00～
16:00 10回 7,600

円
年少～小学生

40人

※定員に満たない場合は12月22日10時から直接受け付け

各種教室案内

前回のXキャンプの様子

11月17日㈰、
30日㈯開催
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