
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。

区役所職員を名乗りATMで手続きをさせる還付金詐欺が多発しています。不審な電話は警察署まで 川崎警察署☎222-0110、川崎臨港警察署☎266-0110

132021

3かわさき区

000，000人 000，000世帯（平成29年8月1日現在）

112018 30

1かわさき区

人口 世帯数
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23万3,446人 12万1,649世帯（ 令和2年9月1日時点）

　2023年、川崎宿は起立400年を迎えます。江戸
と京都をつなぐ東海道五十三次で、江戸の日本橋か
ら数えて2番目の宿場町として栄えた川崎宿のにぎ
わいを体験しませんか。
主催：東海道川崎宿２０２３まつり実行委員会

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209
61tisin@city.kawasaki.jp

※掲載写真は、過去の「東海道川崎宿2023まつり」の様子です 東海道五拾三次  川崎・六郷渡舟  歌川広重　作

　駄菓子、和菓子、市内産農
産物、手作り小物品などの販
売。竹のオブジェの無料配布
など。

東海道川崎宿
２０２３まつり

掲載内容について、変更・中止となる場合があり
ます。最新情報は、区ＨＰでご確認ください。

▲区HP

　太鼓、南京玉すだれ、
マジックショー、外

ういろう

郎売
りの口上、おむすび音
頭、お江戸日本橋体操
など。

ステージパフォーマンス

　事前の審査で選ばれた2作品を販売(投
票券付き200パック限定)。購入者と審査
員などによる投票で優勝作品が決定!
　発表は14時半からの表彰式で。

三角おむすびレシピコンテスト

時間　10時半～
定員　20人

３月１6日から電話か、住所・氏名・年齢・電話番号
を記入しFAXかメールで。[先着順]
※定員に空きがある場合のみ当日参加も可

東海道川崎宿の歴史をたどる！
ミニ歴史ガイドツアー

　ミニ版画、工作、三角
おむすびぬり絵など。

無料体験コーナー

出店コーナー

１０時～１５時
（荒天中止）　
場所：稲毛公園

4 4 日

　川崎宿起立400年を盛り上げるイベントなどで使用する記
念ロゴマークを募集した結果、たくさんの応募をいただきま
した。応募作品の中から審査を経て最終候補作品が選ばれ
ました。最優秀作品は皆さんの投票で決定します。たくさん
の投票をお待ちしています。
　最終候補作品と詳細は区HPで。
投票期間　３月３日～３月１９日
投票場所　区ＨＰか区役所などに設置する投票箱

川崎宿起立４００年記念ロゴマーク
最優秀作品決定の投票を受け付けます！

▲区HP
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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・日曜、祝日9時～17時 ☎244-1371

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
　出演：高橋絵里子（ピアノソロ）。曲目：
メンデルスゾーン「春の歌」他。 4月
7日㈬12時10分～12時50分 市役
所第3庁舎1階ロビー 50人 3月15
日から電話かFAXか (61tisin@city.
kawasaki.jp)で。［先着順］。※今回か
ら先着順になります。

＊川崎授産学園
☎ 記事に記載

建設緑政局自転車利活用推進室

3月30日から新川通り時間利用駐
輪場をオープンします

　２時間無料、２４時間最大５００円、
72時間まで利用可能。整備工事に
ついて… 建設緑政局自転車利活用
推進室☎200-2828 200-3979。
駐輪場利用について… 市ビルメン
テナンス業協同組合サイカパーキン
グ共同体 0120-803-795 874-
0052

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！ 健康カフェ
　クラフトバンドを使ったコースターを
作ります。 4月2日㈮10時～12時

同施設 20人 3月16日10時か
ら電話かFAXで。［先着順］

＊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

街道講演会「秦始皇帝の大街道と日
本の古代中世の道づくり」

　宮田太郎氏（歴史古街道研究家）によ
る講演。 3月20日㈯14時～15時半（開
場13時半） 同館 当日先着100人。
講談de交流

　古くから人々に愛されている伝統芸
能「講談」をお楽しみください。 4月
21日㈬14時～15時半 同館 100
人 4月10日(必着)までに往復ハガキ
に必要事項を記入し同館まで。［抽選］

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-9

☎090-6925-8662 276-9144

富士通スタジアム川崎

春の定期健康教室
　4月からの教室参加者を募集します。
◎HIITトレーニングdeシェイプアップ
… 初回4月7日㈬、10時～11時、全
11回 同施設 中学生を除く15歳以
上25人 7,700円 3月20日(必 着)
までに往復ハガキに必要事項と性別を
記入し、同施設健康教室まで。［抽選］。
※他講座などの詳細は区役所などで
配布中のチラシか同施設HPで。

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶  6日㈫
❷20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
経過した人、各10人

無料
❶3月16日❷4月6日

から
電話で区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

（会場は区役所5階）4月の健診案内地域みまもり
支援センター

発見！ Vol.17

　「地域の暮らしと旅人を結ぶ、暮らしの参道」
をコンセプトに、去年開業したホテル縁道・縁
道食堂を知っていますか。かつての東海道川
崎宿（区版１面参照）のように、旅人と地域が
交差してさまざまな「縁」が生まれる宿を目指し
ています。縁道食堂は、宿泊者以外でも利用
ができ地域住民でにぎわいます。ホテル前ス
ペースで市内産野菜を販売するマルシェの開
催や、スポンサーの川崎ブレイブサンダース
とのコラボ宿泊プランなど地域資源を生かし
た企画で、これからも地域で縁が生まれる取り組みをしていき
ます。縁道食堂は神奈川県の要請に基づき時短営業をしてい
ます。詳細はホテル縁道のHPかFacebookページで。

区役所企画課☎201-3267 201-3209

ホテル縁
え ん み ち

道・縁
え ん み ち

道食堂（宮本町2-25）

至
川
崎
駅新

川
通

太田総合
病院

東田公園

新川橋交差点
川崎南町
交番

小土呂橋
交差点

川崎駅前南
交差点

3/30オープン

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

　混雑緩和のため、区役所では区民課と保険年金課（マイナンバー・住基
カードの一部業務、後期・介護保険料係、国民年金係を除く）の窓口を第２・
４土曜と４月３日㈯も開設します。平日は、大師・田島支所でも区役所と同
様に住所異動の手続きができます。
時間　平日８時半～１７時、土曜開庁日は８時半～１２時半（区役所のみ。大
師・田島支所は閉庁）
※当日の区役所窓口の混雑状況については、区HPでお知らせしています
※ 駐車場の混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください（区役所

の駐車場は、施設利用の場合でも１時間を超えると有料になります）
※ゴールデンウイーク明けも混雑が予想されますので、ご注意ください

　マイナンバーカード受け取りには、事前の交付予約が必要です。交付予
約は、コールセンターかインターネットで受け付けています。区役所・支所
への電話では、交付予約はできませんのでご注意ください。詳細は市HPで。
市マイナンバーコールセンター

0120-380-366（年末年始を除く毎日9時～19時、19カ国語対応）
※マイナンバーカードに関する問い合わせも受け付けています

　マイナンバーカード交付数増加による窓口混雑を緩和するた
めに、区役所３階に臨時窓口を開設しました。臨時窓口では、
マイナンバーカードの交付・電子証明書の更新・暗証番号再設
定・申請案内を行います。住所変更・氏名変更・在留カード変更
に伴う手続きは、引き続き区役所２階で受け付けます。平日は、
大師・田島支所でもマイナンバーカードの受け取りができます。
詳細は区HPで。
日時　 平日８時半～１７時、第２・４土曜８時半～１２時半
　　　※土曜は区役所のみ

区役所区民課☎201-3143 201-3290

　区では支所などの申請・届出業務の区役所への一元化、支所における地
域に密着した取り組みの推進などについて検討しています。このたび、市
民ヒアリングやワークショップなどを踏まえ、検討結果を実施方針（案）とし
て取りまとめました。

　実施方針（案）に関する市民意見（パブリックコメント）を募集します。詳細
は、市版5面または市HPで。

市民文化局区政推進課☎200-2855 200-3800

マイナンバーカード交付等臨時窓口を開設しました 川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針（案）
～市民説明会と市民意見募集のお知らせ～

３月～４月は区役所窓口が混雑します 

マイナンバーカード受け取りについて

３時間以上待ち
比較的すいています 土曜開庁日

2時間以上待ち 1時間以上待ち

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

３月
区役所窓口の混雑予想

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900　

▲区HP

▲市HP

区HP▶

▲ホテル縁道
HP

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

❶日時　3月16日㈫18時半~19時半
　場所　大師支所2階会議室
❷日時　3月17日㈬18時半~19時半
　場所　田島支所3階会議室
定員　各回40人　 3月15日17時までに電話か市HPで。［先着順］

市民説明会のお知らせ

実施方針（案）の主な内容
● 市民同士の話し合いから生まれた「未知との出会いにオープンなま

ち」という地域の姿を念頭に置いた取り組みの推進
●新支所庁舎にこども文化センター・いこいの家などを複合化
● 支所と区役所を結ぶオンライン相談環境の整備などによる区民全体

の利便性の向上　など

▲共同体HP

▲市HP
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