217,974人
106,999世帯

「歩こう東海道川崎宿スタンプラリー」
に出掛けよう
東海道川崎宿起立 390 周年記念事業

東海道川崎宿は、江戸時代に東海道五十三次
の一つとして栄えた宿場で、現在の川崎の街の
原点となる重要な歴史的資源です。当時は多く
はたご
の旅籠や店、寺社が並び、大変なにぎわいを見
せていました。
今回、皆さんに
「川崎宿」
や10月に開館した
「東
海道かわさき宿交流館」をより深く知ってもら
うため、川崎宿近辺の史跡を巡るイベントを開
催します。

「川崎宿の歴史探訪と地域との触れ合い」をテーマに、楽しみなが
ら歴史文化を学べるスタンプラリーを開催します。その他、クイズ、
物販、店舗によるサービスなど、川崎宿の魅力が満載です。
日にち 11月16日（土）。荒天中止
スタート受け付け 10時〜12時。東海道かわさき宿交流館、芭蕉の句碑
各ポイント受け付け 10時〜14時。川崎稲荷社、田中本陣跡、東海
道かわさき宿交流館、一行寺、宗三寺、砂子の里資料館、佐藤本陣跡、
教安寺、芭蕉の句碑
東海
道
ゴール受け付け 14時半まで。稲毛神社
カー 川崎宿
※各ポイントを示したチラシは区役所地域振興課で配布中。
もら ドを
っち
区ホームページからもダウンロードできます
ゃお

明治期・東海道川崎宿近辺

う

※スタンプラリーで8ポイント以上のスタンプを集
プを
プを集
を集
め、クイズ「タペストリーを探せ！」に 5
宿カード
（写真右）
がもらえ
ます
区 役 所地 域 振 興
課☎ 201 - 3136 、
芭蕉の句碑

「朝市」
も開催

201-3209

多くの人でにぎわう朝市

津波対策は日ごろの備えから

区民会議フォーラム開催

区内で大地震による津波警報が出た場
合、地域住民が迷うことなく避難施設に避
難できるよう、津波避難訓練（写真）と防災
講座を実施します。
日時 12月7日（土）9時半〜11時。荒天中止
場所 さくら小学校
対象 浜町3丁目、浜町4丁目、桜本1丁目、
池上町に住んでいる人

第4期区民会議の活動内容などを紹介
し、審議内容について区民の皆さんか
ら意見をもらいます。
＜審議テーマ＞
○みんなのまちづくり部会
地域で身近な防災力、コミュニティ
バス導入の促進
審議内容の報告
○すこやか・共に生きる部会
地域における健康の推進、子どもを地域で支える・子どもの生きる
力、外国人市民も住みやすいまちづくり
（祝）14時〜16時半
（開場13時半）
日時 11月23日
場所 教育文化会館6階大会議室
定員 当日先着300人
内容 1部･･･会議の審議内容の報告、2部･･･本山輝幸（総合能力研
究所所長）による健康に関する講演会、世代間交流を目的とした囲
碁・将棋コーナー、外国人市民を対象とした防災訓練の説明、審議
中のコミュニティバスの試走（教育文化会館〜川崎駅東口〜日進町
〜小田栄〜大島四ツ角〜藤崎1丁目〜教育文化会館。❶ 15 時❷ 15 時
45分。各回20人）など
バス試走の申し込み 11月15日から電話か住所、氏名（ふりがな）、希
望時間を記入しファクスで区役所企画課。
［先着順］
区役所企画課☎201-3296、 201-3209

区制40周年記念誌「歴史文化と花のまち

区と東田商店街協同組合の
共催で
「朝市」
を開催します。

日時 11月16日（土）10時〜15時。荒天中止
場所 東田商店街（川崎区東田町5周辺）
内容 川崎・湘南野菜や韓国の食材などの販
売。同商店街の飲食店による特製弁当・雑
貨の販売も行います。スタンプラリー参加
者には甘酒のサービスも
川崎中央プランナー（木村）☎ 246 - 5831 。
区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209

問以上正解すると稲毛神社で東海道川崎

東海道か
わさき宿
交 館
公
流
認
キ
ャ
ラクタ
タタタタタタタタタタタタタタタタタタター・六
さん

歩いて味 わう
東海道川崎宿の
の
歴史文化

被災者の
安全のために

避難所開設・運営訓練

避難所は、災害発生直後の緊急的な避難先に利用するだけでなく、被
災者の臨時的な生活の場となる施設です。災害時に被災者の安全を確保
するため、自主防災組織を中心とした地域の力で、避難所を開設・運
営する訓練
（写真）
を実施します。時間はいずれも9時〜12時。雨天決行。
避難所
臨港中学校
南大師中学校
川崎中学校
田島中学校
渡田中学校
富士見中学校
東門前小学校

日にち
11月 24日（日）

30日（土）
12月１日（日）
14日（土）
２月１日（土）
８日（土）

区役所危機管理担当☎201-3327、

201-3209

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

川崎区社会福祉大会

わたりだまちづくりフェスティバル

ランチタイムコンサート

日時 11 月 16 日（土）13 時〜 15 時半
（開場12時）
場所 サンピアンかわさきホール
定員 当日先着600人
。地
内容 式典
（13時〜13時40分）
域福祉活動に貢献した個人・団体
への表彰状、感謝状の贈呈他。記
念講演「見直そう・近所力地域力」
…講師 多
（13時50分〜15時20分）
田そうべい
（大人の寺子屋主宰）
区社会福祉協議会☎246 -5500 、
211-8741

渡田まちづくりクラブが地域交
流イベントを開催します。
日時 11月17日（日）13時〜16時
場所 田島小学校体育館
内容 渡田まちづくりクラブの活
動発表、
交通安全特別講座、
ステー
ジパフォーマンス
（三姉妹アーティ
スト
「ちょっキんず」
、ヒップホッ
プダンス
「スタジオ・バウンス」
、地
域のおやじバンド
「昭和堂」
）
区役所地域振興課☎201 -3136 、
201-3209

日時 11 月 20 日（水）12 時 10 分〜 12
時40分
場所 市役所第3庁舎1階ロビー
出演 Duo Jumeaux（ 高取達也・
史也／ピアノデュオ）
市民文化パートナーシップかわ
さき☎ 813-1550

12月12日（木）…区役所5階で。いず
れも10時〜11時半。乳幼児と保護
者25組。
11月18日から電話で
❶はふぁみいゆ浅田☎ 050 - 5551 5743、❷は区役所地域保健福祉課
［先着順］
☎201-3212。

登校の子どもがいる保護者。
11月15日から電話で☎201-3312。

区役所地域保健福祉課
各担当へ、

201-3291

▼ほほえみ元気体操をご一緒に
介護予防に役立つ2種類の体操
をします。 11 月 19 日（火）10 時〜 11
時（開場9時45分）。区役所7階で。
区内在住でおおむね65歳以上の当
日先着 20 人。動きやすい服装で。
飲み物を持参。 ☎201-3216。

▼公園ウオーキング
❶富士見公園：11月21日（木）❷小
田公園：11月27日（水）❸大師公園：12
月10日（火）。いずれも9時半〜11時。
動きやすい服装、靴で。帽子、飲
み物を持参。雨天中止。 ☎2013216。

▼お口の健康から始まる介護予防
えん

誤嚥性肺炎を予防するための歯
科医師の講話。お口の体操も。11
月29日（金）13時半〜15時。区役所5
階で。事前申込制。
随時、電
［先着順］
話かFAXで☎201-3212。

▼脳を若く保つひけつ

❶認知症を予防するための講話
❷調理実習。❶12月6日（金）14時〜
16時。区役所7階で。❷12月13日（金）
10時〜13時。教育文化会館5階で。
エプロン、三角巾、布巾3枚持参。
材料費 500 円程度。区内在住で両
日参加できる30人。
11月27日
［先
から電話かFAXで☎201-3216。
着順］

区役所こども支援室
各担当へ、

201-3293

▼パパもいっしょにジョイフル
サタデー
体育指導員などと体を動かし
ます。会場へ直接。11月30日（土）9
時半〜12時。東小田保育園で。就
学前の子どもと男性保護者（女性
も可）。 東小田保育園☎ 355 6620。

▼保育体験
「親子でランチ」

子どもと同じ年齢のクラスに交
ざり、一緒に遊び、昼食を取りま
す。 12 月 10 日、 24 日、1月 14 日、
28日、2月18日、25日、3月4日、
11日の火曜、いずれも9時20分〜
12 時。大島保育園、藤崎保育園、
東小田保育園で。10カ月〜就学前
の子どもと保護者、各日各園2組。
1組 500 円。
11 月 25 日（9時〜
［先
16時）から電話で☎201-3331。
着順］

▼栄養相談
保育園の栄養士が子どもの食事
の相談に乗ります。 12 月 18 日（水）
10時〜10時半。東小田保育園で。
就学前の子どもと保護者5組。
12 月2日（9時〜 16 時）から電話
［先着順］
で。☎201-3331。

▼むし歯のない子に育てよう

▼ 不登校について考える保護
者の会

虫歯予防の話、フッ化物の体験
など。❶12月9日（月）…地域子育て
支援センターふぁみいゆ浅田で❷

臨床心理士を交え、経験や悩み
を語り合います。 12 月 19 日（木）13
時半〜15時半。区役所3階で。不

市体育館スポーツ教室
教室名

日時
対象・費用
締め切り
1/7〜3/18の火曜
21 年4 / 2〜 23 年4 / 1生まれの
（2/11を除く）、全10回 子どもと保護者、各班 50 組（子
親子スポーツ A 班：9時半〜10時半
子ども2人 8,100 12/10
ども1人 5,400円、
B 班：10 時 45 分〜 11 時 45 円）。保育あり（1歳3カ月以上各
分
班5人。保育料 2,200円）。
はじめてのヒップ 1/9〜3/27の木曜、17時
小学生30人。6,300円
12/14
ホップダンス
〜18時15分、全12回
いずれも保険料を含む。
各締め切り（必着）までに往復ハガキに必要事
項と性別、学年も記入し〒210-0011川崎区富士見1-1-4市体育館☎200-3255、
211-5921［抽選］。※動きやすい服装、室内シューズを着用してください。

かわさき区ビオラコンサート
❶坂本九さん生誕記念コンサート
（定例コンサート）
日時 12 月4日（水）12 時 10 分〜 12

プラザ大師

☎266-3550、

266-3554

▼プラザ大師まつり
日にち
時間
時〜
15時
11／16 10
（土） 17時半〜20時
11／17 10時〜12時
（日） 14時〜15時

内容
体験ひろば
社交ダンス体験
サークル発表会
コンサート※

時50分
場所 市役所第3庁舎1階ロビー
出演 市消防音楽隊カラーガード隊
曲目 「上を向いて歩こう」
「 見上
げてごらん夜の星を」他
❷Winterコンサート
日時 12月7日（土）14時〜16時10分
場所 川崎ルフロン1階シンデレ
ラステップス（川崎区日進町1-11）
出 演：ラ・ベ ル・カ ン タ ー ビ レ 、
Delizioso 、川崎コミュニティク
ワイヤー、P.U.E.L. Choir
区役所地域振興課☎201 -3127 、
201-3209
1月9日、2月6日、20日の木曜と
12月25日の水曜、10時〜12時、全6
回。プラザ田島で。未就園児の保
護者20人。材料費、保険料実費。保
。 11月22
育あり
（1〜3歳、10人）
日
（必着）
までに保育の有無も記入
しハガキで。
［抽選］

▼段ボールシェルターについて

他に作品展示・古本市など。詳
細はお問い合わせください。※整
理券は11月1日10 時からプラザ大
師で配布します。先着100人。

▼とくべつおはなし会

避難所生活改善のための段ボー
ルシェルターの話と組み立て体
験。 12 月 14 日（土）10 時〜 12 時。プ
ラザ田島で。30人。 11月15日か
［先着順］
ら直接、電話、FAXで。

まちづくり局建築監察課
☎200-3017、

2歳から楽しめる「おと絵がた
り
（影絵をスクリーンに映し、歌や
楽器に合わせ、見て、聞いて楽し
む昔話）」を行います。12月4日（水）
14時半〜15時半。プラザ大師で。
100人。 11月19日10時からプラ
ザ大師で整理券を配布。
［先着順］

▼シニアの社会参加支援事業
「ブッククラブ（読書会）で始
めよう」

200-0984

▼木造住宅耐震改修無料相談会
11月21日（木）13時〜16時半。明治
安田生命ビル2階で
（川崎区宮本町
6）。昭和56年以前に建てられた区
内木造住宅の所有者。事前申込制。
（土・日曜を除く）
11月15日〜20日
10〜17時に直接か電話で川崎市建
築設計事務所協会（川崎区榎町1-1
川崎センタービル403）
☎201-9201。

川崎消防署

☎223-0119、

223-2819

本を通して、集う、つながる、
学び合う講座。1月 15 日、 29 日、
2月12日、26日、3月12日の水曜、
19時〜21時、全5回。プラザ大師
で。20人。 12月3日10時から直
接か電話で。
［先着順］

心肺蘇生法などを学びます。12
月 12 日（木）13 時半〜 16 時半。川崎
消防署で。40人。
11月26日8
時半から直接か電話で。
［先着順］

プラザ田島

環境局南部生活環境事業所
☎266-5747、

〒210-0835 川崎区追分町16-1
☎333-9120、 333-9770

▼hughugたじま幼児学級

子育て中の保護者の学習と交流
の場として、布絵本作りや調理実
習などを行います。12月5日、
19日、
保健福祉
センター

▼普通救命講習会

▼支所で古着を回収します
田島支所：11月25日（月）、26日（火）。
大師支所：11月27日（水）、28日（木）。
いずれも13時半〜15時半。回収対
象…シャツ、背広、カーテンなど。

12月の健診･検診案内

健診名

日程・受付時間

個
別
15時〜
6日（金）
健康相談
15時半

287-1840

対象・内容

会場は区役所5階
201-3291

費用

生活習慣病予防のた
11月15日から電話
めの日常生活のこつ
無料 で。☎201-3216
や禁煙のアドバイ
［先着順］
ス。区内在住の6人

生活習慣病予防に関
❶11日
連する検査保健指
39 歳まで （水） 9時〜
11月15日から電話
1,220 で。☎ の 健 診・
導。両日参加できる
201 3216
円
❷26日 9時15分
［先着順］
保健指導
区内在住の 18 〜 39 歳
（木）
の25人
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。
所児童家庭課☎201-3214、 201-3293

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

区役

川崎区役所企画課
（☎201－3296、 201－3209）

