富士見公園
「はぐくみの里」

秋の収穫感謝祭

219,856人
108,605世帯

富士見公園内コミュニティーガーデン｢はぐくみの里｣で、秋の収穫感
謝祭を開催します。サツマイモ掘りや区
の花・ビオラの植え付け
（写真）などを体験
しませんか。
日時 11月8日（土）10時〜12時
小雨決行、雨天時は翌日に延期
場所 富士見公園内
「はぐくみの里」
内容 サツマイモ掘り
（1株100円）
「
、はぐく
みの里」産の米およびご飯・豚汁・手
作りクッキーの販売、ハーブティー
サービス、ビオラの植え付け体験な
ど

学び
楽しむ

区役所道路公園センター☎244-3206、

の

秋は区内でのイベント
がめじろ押し。区の魅力
に触れてみませんか。

イベント

東海道かわさき宿交流館開館１周年記念

歩こう東海道川崎宿スタンプラリー

市長と 語り 、地域を考え てみ
市長と語り、地域を考えて
みま
ませ
せんか
市長が皆さんから意見を聞く｢区民車座集会｣を開催します。
（開場15時半）
、区役所7階会議室
日時･場所 10月25日（土）16時〜17時半
対象・定員 原則として区民
（区内在住・在勤・在学か区内で活動している
人）
、30人
（当日15時から整理券を配付。
［先着順］
）
傍聴 50人
（必着）
までに市ホームページ、または区役
申し込み方法 10月16日17時
［抽選］
所で配布する申込書に記入しサンキューコールにFAXか郵送で｡
※区役所企画課へ直接持参も可。当選者にFAX、メール、ハガキのいず
れかで通知します
サンキューコールかわさき☎200-3939、 200-3900。〒210-8570川崎
区役所企画課☎201-3267、 201-3209
※保育、手話通訳あり
（事前申し込み）
。詳細は問い合わせるか市ホーム
ページをご覧ください。また、当日の様子はインターネットで動画配信
します。市ホームページ
「市長の部屋」
からアクセスしてください

かわさき産業ミュージアム推進事業
区内の地域・産業史や企業の取り組みな
どについて学びます。近代化遺産や産業文
化財などを巡るバスツアー1回、講座3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
かわさきマイスターによる実演
定員 講座は各回30人。バスツアーは40人
※バスツアーは、参加費用200円
（保険料）
あり。昼食持参。見学は徒歩、
階段での移動が多くあります。雨天決行
10月17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、年齢、電話番号、参加希望日（❶〜❹複数申
し込み可）を記入し〒210-8570川崎区役所地域振興課☎201-3136、 201。抽選］
。※区ホームページからも申し込めます。いずれも区内在住・
3209［
在勤・在学者優先
日時

内容・講師など

10月30日（木）
❶ 9時半〜17時半
ごろ
❷

講 座

◆小型記念印の作成
日本郵便との連携で、交流館をデザインした小型印
（写
真）が川崎本町郵便局で10月1日から11月28日まで使用さ
れます｡ 同局窓口に52円以上の切手が貼られた郵便物や
台紙などを持っていくと押印してもらうことができます。
◆
「広重・竪絵東海道五十三次展」
日時・場所 10月4日〜26日、9時〜17時、東海道かわさき宿交流館
区役所地域振興課☎201-3136、 201-3209

講座・バスツアー

バスツアー

東海道かわさき宿交流館の開館1周年を記念して、東海道川崎宿近辺
の史跡を巡るスタンプラリーを開催します。東海道沿いの店舗では割引
サービス
（5店舗）なども用意。寄り道しながらゆっくりと東海道を歩い
てみませんか。麦わら細工ハガキセットなど記念品の配布
（全ポイント
や物販もあります。
のスタンプを集めた先着1,000人）
日にち 10月18日（土）。雨天決行
スタート受け付け 10時〜14時。川崎稲荷社
各ポイント受け付け 10時〜16時。田中本陣跡、東海道かわさき宿交流
館、一行寺、宗三寺、稲毛神社、佐藤本陣跡、教安寺、芭蕉の句碑。※
参加者には交流館でトートバッグ、芭蕉の句碑でお汁粉、無縁塚でコー
ヒー・せんべいを無料サービス
（数に限りがあります）
ゴール受け付け 16時まで。無縁塚
（川崎サイトシティ敷地内）
※当日は市と大田区の共催で、大田区の大森北公園から川崎区の無縁塚
までの約12㌔を歩く旧東海道ウオークも開催します。詳細は市版6面を
ご覧ください。

246-4909

昭和電工川崎事業所、JFEスチール東日本製
鉄所
（京浜地区）
、東芝浜川崎工場

「初代川崎市長石井泰助〜川崎発展の礎を築
11月14日（金）
18時半〜20時半 く」望月一樹（市民ミュージアム学芸室長）

「川崎市内最高峰の匠『かわさきマイスター』
11月19日（水）
❸
の活動」伊原正男（内装仕上技能士／インテ
18時半〜20時半
リアいはら取締役）
「堂本製菓の歴史と取り組み 煎餅の味一筋
に〜かわさき百年企業」堂本典子（堂本製菓
11月26日（水）
❹
18時半〜20時半 代表取締役）
【企画協力】
川崎商工会議所

かわさき区提案事業
いき いき か
ごみ拾いでつながろう

川崎区カローリング大会

「街にゴミを捨
てない」という意
識を広めながら、
ごみ拾いを通じ
て世代間の交流
を深めます。
一緒に街をきれい
日時 10 月 18 日 にしませんか
（土）、11月1日（土）い ず れ も11時 〜
12時。雨天中止
場所 川崎駅周辺
集合場所 11時に川崎駅東口みず
ほ銀行川崎支店前

氷上のカーリングを体
育館などで手軽にできる
ように考えられたスポーツ
「カ
ローリング」
の大会を開催します。
日時 11月22日（土）10時〜14時
場所 川中島中学校体育館
11月10日 ま で に チ ー ム 名（1
チーム3人）
、代表者名、電話番
号を記入しFAXで川中島総合型ス
ポーツクラブ☎201-7576、 2000803。※個人での参加は当日先着
15人まで（受け付けは9時から）可

区役所企画課☎201-3267、

第4期川崎区区民会議報告書（概要版）
は、区役所、
支所、
区内の主な公共施設で配付しています

201-3209

ラゾーナ寄席に招待
第3火曜にラゾーナ川崎で開催している寄席
（落語）に区民を招待しま
す。日ごろの疲れを笑いで吹き飛ばしませんか。
日時 11月18日（火）18時半開演（開場18時）
場所 ラゾーナ川崎5階プラザソル
対象 区内在住の5組10人
出演 古今亭菊春・初音家左橋・三遊亭ぬう生
10月28日（必着）までにハガキに代表者の住
初音家左橋
所、氏名、電話番号を記入し〒212-8576（住所不 古今亭菊春
要）ラゾーナ川崎プラザソル寄席係。
［抽選］
。※当選者にのみ通知します
ラゾーナ川崎プラザソル☎874-8501。市民・こども局市民文化室☎
200-2280、 200-3248

第228回 ランチタイムコンサート
日 時・場 所 10月15日（水）12時10分 〜12時40
分、市役所第3庁舎1階ロビー
出演 中村めぐみ（クラリネット）
、石田多紀乃
（ピアノ）
曲目 シューマン
「幻想小曲集」より他
市民文化パートナーシップかわさき☎
813-1550

中村めぐみ

石田多紀乃
ⒸT.Osato

第7回 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。
日時・場所 11月2日（日）10時半〜16時、市民祭り会場内。雨天中止。※
出演者など詳細はお問い合わせください
区役所地域振興課☎201-3133、 201-3209

アメフット体験会
フットボールパスや防具試着などアメフット
を体験しませんか。
日時 11月2日（日）10時〜16時。荒天中止
場所 市民祭り川崎富士見球技場内
区役所地域振興課☎201-3231、 201-3209

ビオラコンサート
日時・場所 11月5日（水）12時10分〜12時50分、市役所第3庁舎1階ロビー
出演 菅田恵理
（バイオリン）
、浅川由香（ピアノ）
曲目 アルベニス「タンゴ」、ファリャ
「スパニッシュダンス」他
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

ナイスパスができるかな▶

援センターあすなろ☎221-7037❸
渡田保育園☎ 322-2226

区役所地域保健福祉課
☎各担当へ、

201-3291

▼むし歯のない子に育てよう
虫歯予防の話、フッ化物の体験、
歯 磨 き 実 習 な ど｡ ❶11月13日（木）
…子育て支援センターふぁみぃゆ
浅 田 で ❷11月19日（水）… 子 育 て 支
援センターふぁみぃゆ殿町で。い
ずれも10時〜11時半。乳幼児と保
護者❶は25組❷は20組。 10月17
日から電話で❶は同センターふぁ
みぃゆ浅田 ☎050-5551-5743❷は
同センターふぁみぃゆ殿町☎050｡ 先着順］
5551-5646［

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
保育士と音楽に合わせて体を
動かしたり、製作したりします。
会 場 へ 直 接。 ❶10月18日（土）… 観
音町 保 育園で ❷10月25日（土）…ゆ
めいく日進町保育園、地域子育て
支援センターあすなろで❸11月8
日（土）…渡田保育園で。いずれも9
時半〜12時。就学前の子どもと保
護者
（女性保護者も可）
。 ❶観音
町保育園☎280-6226、 280-6227
❷ ゆめいく日進 町 保 育園 ☎2217035、 221-7036。地域子育て支

▼プレママ・プレパパ保育体験
講座
保育園で子どもたちと触れ合い、
出産や子育てについて話しません
か。11月25日（火）、26日（水）❶9時半
〜10時半…藤崎保育園、渡田保育
園、小田保育園で❷14時半〜15時
半…大島保育園、新町保育園、東
小田保 育園で。週 数36週 未 満 の
妊婦とパートナー、各日各園2組。
11月5日から電話かFAXで区
役所こども支援室☎201-3331［
。先
着順］

教育文化会館
☎233-6361、

244-2347

▼地域の中で発達障がいの子
に寄り添う子育て
「前向きにこどもと関わるため
に」
をテーマとした、川崎幸クリニ
ック臨床心理士による講演会。10
月16日（木）10時〜12時（開場9時40
分）
。教育文化会館大会議室で。
当日先着100人。

▼平和人権学習「水から考え
る平和」
多摩川の干潟や二ケ領用水な
ど、街歩きを通して水という視点
から平和について考える講座。11
月18日〜12月16日の火曜、10時〜
12時、全5回。教育文化会館他で。
20人。 10月23日から直接、電話、

●普通救命講習会
日時・定員
11月11日（火）
❶ 13時半〜16時半
30人
11月26日（水）
❷ 13時半〜16時半
30人

場所
内容
川崎消防署
☎223-0119
心 肺 蘇 生 法、 自 動 体 外 式 除 細 動 器
223-2819
（AED）の取り扱い方法などの講義と
臨港消防署 実習
☎299-0119
299-0175

❶は10月28日❷は11月11日から直接か電話で各消防署へ。
［先着順］

［先着順］
FAXで。

▼文化講座「和紙ちぎり絵体
験講座」
日本の伝統文化であるちぎり絵
の講座。11月4日、18日、12月2日、9
日の火曜、13時半〜15時半、全4回。
教育文化会館で。20人。2,000円。
手拭き持参。 10月15日から直接、
電話、FAXで。
［先着順］

プラザ田島
☎333-9120、

333-9770

▼
「0歳からの家族で楽しむミ
ニコンサート」
子どもたちの好きな歌を中心
とした参加型のコンサート。10月
22日（水）14時 〜15時（開 場13時 半）。
プラザ田島で。当日先着80人。

▼
「保護者向けスマートフォ
ン安全教室」
子どもをスマートフォンなどの
保健福祉
センター

健診名

トラブルから守るために保護者が
知っておきたいことを学ぶ講座。
（開場9時
11月14日（金）10時〜11時半
半）
。プラザ田島で。当日先着40人。

かわさき老人福祉・地域交流センター
☎233-5592、

221-5031

▼健康料理教室
「高血圧を予防する食事」
をテー
マに、自宅で簡単にできる料理を
作ります。10月27日（月）10時 半〜13
時。かわさき老人福祉・地域交流
センターで。12人。食材費500円。
［先着順］
10月19日10時から直接。

▼健康講演会「腰痛について」
医師による腰痛についての講話
と健康体操。11月18日（火）13時半〜
15時半。かわさき老人福祉・地域
交流センターで。体操に支障がな
い60歳 以 上の50人。 10月15日9
時から直接。
［先着順］

11月の健診･検診案内 会場はいずれも区役所5階
地域保健福祉課 201-3291
日程・受付時間

❶
4日（火）
8時40分
H I V ❷
〜10時10
即日検査 11日（火）
分
❸
18日（火）

定員・内容

費用

❶10月21日
匿名で受けられます。
❷10月28日
感染の可能性がある
❸11月4日
無料
から電話で
ときから3カ月経 過
。先
☎ 201- 3212［
した15人
着順］

生活習慣病に関連し
検査日
た検査と保健指導と
39 歳まで 12日（水） 9時〜
10 月15 日から電
1,650 話で☎ 運動体験。両日参加
の 健 診・
201 3216。
円
9時15分
［先着順］
保健指導 指導日
できる区内在住の 18
28日（金）
〜39歳の25人
個
別
15時〜
14日（金） 時半
健康相談
15

生活習慣病予防のた
10 月 31日から電
めの日常生活のこつ
無料 話で☎201-3216。
や禁煙のアドバイ
［先着順］
ス。区内在住の6人

8時45分 1歳3カ月未満で歯が
１ 歳 児
28日（金） 〜 時
歯科健診
10
生えている乳児

無料

随時、電話で
☎201-3212。

※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
区役所児童家庭課☎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

区役所企画課☎201−3296、 201−3209

