情
報
ランチタイムコンサート

第217回

日時・場所 10月16日（水）12時10分
〜12時40分、市役所第3庁舎1階ロ
ビー
出演 佐藤英莉香（バイオリン）、小
岩悦也（ピアノ）
曲目 ヴェネツィアに寄せて他
a 市民文化パートナーシップかわさ
き16813−1550
217,819人
107,047世帯

夢ライブコンサート
地域の青少年バンドを中心とした
コンサートです。

日時・場所 11月3日（祝）
10時半〜16時、市民祭
り会場内
a区役所地域振興課1
201−3133、6201−3209

かわさき区ビオラコンサート
日時・場所 11月6日（水）12時10分
〜12時50分、市役所第3庁舎1階ロ
ビー
出演 田中俊子（ピアノ）
曲目 月光ソナタ、革命他
a 区役所地域振興課 1 201−3127、
6201−3209

秋は区内でもさまざまなイベントが開催されます。
秋の一日に区の魅力を体験してみませんか。

健康づくり

目玉イベント

大人も子どもも楽しめる体験型の健康をテーマにしたイベントを開
催します。体を動かす体操やタニタ
食堂関係者が講演する健康セミナー、
スタンプラリーなど、さまざまなイベ
ントを行います。ぜひお越しください。
日時 10月25日（金）10時〜14時
場所 市体育館
※当日は室内シューズをお持ちくだ
区の健康づくりキャラクター
ケットウセイ親子
さい

タニタ食堂健康セミナー
タニタの社員による健康に関するセミ
ナーです。
時間 13時〜14時（10時より整理券を配布）
定員 当日先着200人
体 操
親子スポーツ広場、
親子でヨガレッチな
ど。

タニタ食堂の代表的なメニュー

体験・ゲーム
野 菜 はかりゲ ー
ム、
ドラえもんスタ
ンプラリーなど。

検査・測定
虫歯菌チェック、
口臭測定、骨密度検
査、肌湿度検査など。

a区役所地域保健福祉課1201−3216、6201−3291

かわさき産業ミュージアム推進事業（講座・バスツアー）
区内の地域史や産業史、企業の取り組みなどについて学び、講座で
扱った題材に関係する場所を見学します。講座3回、バスツアー１回の
全4回。1回でも参加できます。
日時・内容 下表参照
場所 講座はいずれも区役所7階会議室
定員 講座は各回30人。バスツアーは40人
※バスツアーは、別途保険料あり。昼食持参。見学
は徒歩、階段での移動もあります。雨天決行
sa10月25日（必着）までに、往復ハガキに全員の
住所（在勤、在学の人は勤務先、学校名も）、氏名、 東海道かわさき宿交
流館も見学します
年齢、電話番号、参加希望日（q〜r複数申し込み
可）を記入し〒210−8570川崎区役所地域振興課1201−3136、6201−3209。
［抽選］。※区ホームページからも申し込みできます。いずれも区内在
住･在勤･在学者優先。バスツアーは講座の申し込み回数が多い人優先
日 時
11月12日（火）
q
18時半〜20時半

内容・講師など
「東燃ゼネラル石油川崎工場の歴史と環境の取
り組み」
神前真紀男（東燃ゼネラル石油川崎工場）
たくみ

講
座

w

e

11月20日（水）
18時半〜20時半

11月23日（祝）
14時〜15時半

バ
ス
12月4日（水）
ツ r
9時半〜17時半ごろ
ア
ー

「川崎市内最高峰の匠『かわさきマイスター』
の活動」
出井明（いす製造業）
「東海道川崎宿の歴史」
三輪修三（元日本民家園園長）
東燃ゼネラル石油川崎工場、キルト工芸、東海
道かわさき宿交流館

区制40周年記念誌「歴史文化と花のまち

いきいきかわさき区提案事業
qいきいき暮らす講演会
「生涯自立して生きるための知恵」
についての講演会と健康体操。
日時 10月19日（土）13時〜15時半
（開場12時）
場所 川崎大師平間寺信徒会館
定員 当日先着500人
講師 樋口恵子（東京家政大学名
誉教授）、利根川久女紅（日本リン
パビクス協会理事長）

互他
a q w いずれも区役所企画課1
201−3267、6201−3209

e「チョットの工夫で元気にす
ごす」講座

健康を維持するための食事の話
と試食会をします。
日時・場所 ①11月16日②11月30
日の土曜、
いずれも11時〜13時。①
大師いこいの家（大師公園1−4）②
大島いこいの家（大島1−9−6）
w銀杏並木の音楽会
ジャズなどの音楽を楽しみません
定員 各日40人 参加費 100円
sa
か。オープンカフェもあります。
10月15日から電話か、
住所、
氏名、
日時 11月9日(土)11時〜18時
年齢、電話番号を記入しファクスで
川崎市栄養士会1322−5358、6280
場所 市役所本庁舎駐車場
※雨天時は第3庁舎1階ロビー
−6550。
［先着順］
出演 Uko、KOJI、Ami、藤本恭子、 a 区役所地域保健福祉課1 201−
，
小栗慎介、Wisper s trio、五錦雄
3217、
6201−3291

川崎宿麦わら細工を体験
「連連連･つなごうかわさき」の
「東海道川崎宿2023」ブースで、
q麦わら細工の体験講習やw東海
道川崎宿記念パネルで撮影した写
真の配布を行います。荒天中止。
日時 10月19日（土）、20日（日）11
時〜17時（20日は16時まで）。※q
の受け付けは11時〜15時
場所 市役所本庁舎前駐車場
定員 qは各日先着75人wは各日

先着250人
a区役所地域振興課1201−3136、
6201−3209

アメフット体験会
アトラクションや防具試着コー
ナーなどでアメフットを体験でき
ます。
日時･場所 11月3日（祝）10時〜16
時。市民祭り川崎球場内。荒天中止
a区役所地域振興課1201−3231、
6201−3209

かわさきく」は、区役所、支所、区内の主な公共施設で配布しています

浮島町・江川・小島町・田町3丁目・殿町の投票所が変わります
浮島町、江川1〜2丁目、小島町、 至
東
田町3丁目、殿町1〜3丁目に住んで 京
いる人の投票所が、10月27日（日）の
川崎市長選挙については、
工事のため、
至
殿町小学校体育館から同小学校「１ 川
崎
階ホール」に変更になります。
駅
a 区選挙管理委員会1201−3124、 至
横
浜
6201−3209

殿町一丁目
産
業
道
路

殿町二丁目

投票所
国道409号

殿町小学校前
大師河原

16時）電話かFAXで。
［先着順］

▼ 緑化プロジェクト
子どもと一緒に花壇を作りま
す。11月16日（土）10時半〜11時半。
藤崎保育園で。1歳〜就学前の子
どもと男性保護者（女性保護者も
可）10組。s 11月5日から（受け付
けは9時〜16時）電話かFAXで藤崎
保育園1211−1306。
［先着順］

▼ クッキングパパ

など。11月20日（水）10時〜11時半。
地域子育て支援センターふぁみい
ゆ殿町（1 050−5551−5646）で。乳
幼児と保護者20組。sa10月30日
から電話で地域子育て支援センタ
ー1201−3212。
［先着順］

簡単に作れるおやつの紹介。11
月21日（木）11時〜12時。大島保育
園で。9カ月〜就学前の子どもと
男性保護者（女性保護者も可）7組。
s11月7日から（受け付けは9時〜
16時）電話かFAXで。
［先着順］

▼ ほほえみ元気体操をご一緒に
10月15日（火）10時〜11時（開場9
時45分）
。区役所4階で。区内在住
のおおむね65歳以上の当日先着20
人。動きやすい服装で。飲み物持
参。a1201−3216。

▼ 市民活動はじめのいっぽ
市民活動のさまざまな事例を学
ぶ講座。11月9日〜12月14日の土
曜（11月23日、12月7日は除く）、
12月8日（日）。いずれも14時〜15時
半、全5回。プラザ田島で。30人。
s 10月15日10時から直接、電話、
FAXで。
［先着順］

▼ 大人と子どもの遊友くらぶ
手作り楽器のワークショップ。
11月16日（土）10時〜12時。プラザ田
島で。小学生15人。材料費・保険
料200円。s 10月15日から直接か
電話で。［先着順］

▼ 認知症サポーター養成講座
3331

▼ パパもいっしょにジョイフ
ルサタデー

sa1233−6361、
6244−2347

▼ 初心者向け書道講座

11月8日（金）14時〜16時。大師支
所で。50人。s10月15日から直接
か電話で。
［先着順］

美しい文字、ハガキの書き方を
男性保育士と体を動かします。 学びます。11月6日、20日、12月
4日、18日の水曜、18時半〜20時、
会場へ直接。qゆめいく日進町保
〒213−0015高津区梶ケ谷2−1−7
860−2462、 860−2464
▼ 公園ウオーキング
全4回。教育文化会館で。20人。
育園、地域子育て支援センターあ
▼ 地産地消体験バスツアー
筆記用具持参（2回目以降の持ち
動きやすい服装と靴で。帽子、 すなろ：10月26日（土）w渡田保育
大型農産物直売所セレサモス
物は初回に連絡）。s 10月16日10
飲み物を持参。q富士見公園：10
園：11月2日（土）。いずれも9時半
時から直接、電話、FAXで。
［先着順］ （麻生区）や明治大学黒川農場な
〜12時。就学前の子どもと保護者
月17日
（木）w小田公園：10月23日
（水）
e大師公園：11月12日（火）。いずれ （女性保護者も可）
どを巡ります。 q10月29日（火）、
。aqゆめいく
▼ みんなで支え合う子育て
地域の中でできる子育て支援、 w11月5日（火）、8時45分稲毛公園
日進町保育園1221−7035、地域子
も9時半〜11時。雨天中止。a1
保育ボランティアの入門講座。11 （川崎区宮本町7）集合（受け付け
育て支援センターあすなろ1 221−
201−3216。
w
1
8時半）17時ごろ解散。川崎、幸、
月7日〜12月5日の木曜、10時〜
▼ ことばの教室
7037 渡田保育園 322−2226。
12時、全5回。教育文化会館で。 中 原 区 在 住 の 各 日 2 0 組 4 0 人 。
失語症がある人の言葉のリハビ
▼ 保育連続講座「親子で遊ぼう」
20人。s10月16日10時から電話か
1,000円。昼食持参。 sa10月17
リ。11月12日（火）13時半〜15時半。
10月31日（木）、11月19日（火）、27
FAXで。
［先着順］
日（必着）までに希望日と全員（2
区役所4階で。区内在住で40歳以
日（水）、12月4日（水）、いずれも10時
人まで）の必要事項を記入し往復
上の人。 sa 随時電話で 1 201−
〜10時45分、全4回。こども文化
▼ 環境問題から考える原発と
ハガキで。［抽選］
新エネルギーの可能性
センター旭町で。23年4月1日〜
3216。
原発や新エネルギーなどについ
24年3月31日生まれの子どもと保
▼ こころの元気度アップ講座
て考える講座。11月21日〜12月19
うつ病の予防講座。q11月15日
護者20組。s10月17日から（受け
w
（金）。区役所5階で 11月26日（火）。 付けは9時〜16時）電話かFAXで。 日の木曜、13時半〜15時半、全5
▼ 普通救命講習会
s
回。教育文化会館他で。20人。
心肺蘇生法などを学びます。11
区役所4階で。いずれも14時〜16 ［先着順］
10月18日10時から電話かFAXで。
月26日
（火）13時半〜16時半。臨港
時、全2回。両日参加できる区内
▼ プレママ･プレパパタイム
消防署で。30人。sa11月12日8
0歳児クラスで保育体験。11月7 ［先着順］
在住の60歳以上20人。sa10月23
時半から直接か電話で。
［先着順］
日から電話かFAXで 1 201−3216。 日と12月19日の木曜、14時半〜15
［先着順］
時半。大島保育園で。週数36週未
▼ むし歯のない子に育てよう
満の妊婦とパートナー各日2組。
▼ 0歳からの家族で楽しむミニ
sa1211−3181、6233−5592
コンサート
s10月15日から（受け付けは9時〜
虫歯予防の話、フッ化物の体験
10月26日（土）14時〜15時（開場13
▼ いきいき健康フェア
地域保健福祉課
健康体操や健康落語。11月7日
時半）
。プラザ田島で。当日先着80
6201−3291
人。
（木）13時半〜15時半。市福祉セン
sa
健診名
日程・当日受付時間
内容など
費用
ター5階で。60歳以上の50人。s
▼ 伝十郎桃のはなし
q5日
匿名で受けられま
qは10月22日から
a 10月22日13時までに、ハガキ
11月2日（土）14時〜15時。プラ
H I V （火） 8時40分〜 す。感染の可能性
wは11月 5日から
無料
ザ田島で。40人。 s 10月15日10
の宛先面に住所、氏名を記入し同
電話で。1201−3212
即日検査 w19日 10時10分 があるときから3
（火）
カ月経過した15人
［先着順］
センターへ持参。［抽選］
時から直接か電話で。
［先着順］

11月の健診･検診案内

39歳まで q13日
（水） 9時〜
の 健 診・
w29日 9時15分
保健指導
（金）

生活習慣病予防に
10月15日から電話で。
関連した検査と保
1,220 1201−3216
健指導。両日参加
円
［先着順］
できる区内在住の
18〜39歳の25人

１ 歳 児 22日 8時45分
歯 科 健 診 （金） 〜10時

1歳前後で歯が生
随時、
電話で
えている乳幼児、 無料 1201−3212
30人
［先着順］

個 別 健 康 29日 15時〜
相
談 （金） 15時半

生活習慣病予防の
10月21日から電話か
ための日常生活の
FAXで
コツや禁煙のアド 無料
1201−3216
バイス。区内在住
［先着順］
の6人

会場は区役所5階。3カ月・1歳6カ月･3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせします
a区役所児童家庭課1201−3214、6201−3293

市体育館スポーツ教室
教室名
スクエア
ステップ

日程・曜日

時間

対象・費用

q 11月18日（月）、
55歳以上20人
q10時半〜11時半
w11月1日、15日、
w14時45分〜15時45分 各日200円
12月6日の金曜

フロアボール 11月8日、
15日の
体験教室
金曜

19時〜20時半

中学生以上30人
1回大人200円、
学生100円

カローリング 11月20日（水）

18時半〜20時

小学生以上30人
大人200円、学生100円

動きやすい服装、室内シューズを持参してください。
s当日窓口に直接。
［先着順］a市体育館1200−3255、6211−5921

6カ国語で、外国人向け行政情報をメール配信しています。 インターコムかわさきく

検索

a川崎区役所企画課（1201−3296、6201−3209）

