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かわさき区ビオラコンサート
日時 11月4日㈬12時10分～12時50分
場所 市役所第３庁舎１階ロビー
出演 竹田詩織（東京交響楽団第2バイオリン奏者）、稲生亜沙紀（ピアノ）
曲目 モンティ作曲「チャルダッシュ」
「夕焼け小焼け変奏曲」他
区役所地域振興課☎201-3127、 201-3209

第8回夢ライブコンサート

10

10

日時・場所 11月1日㈰10時〜14時。市民まつり会
場内。雨天中止。※出演者など詳細はお問い合わせ
ください
内容 地域の青少年バンドを中心としたコンサート
区役所地域振興課☎201-3133、 201-3209

（平成27年9月1日現在）

222,158人
110,504世帯

ありがとう！10 万人

東海道かわさき宿交流館☎280-7321、

来館者数が10万人を突破！

知っていますか？交流館

「東海道かわさき宿交流館」は25年10月に開館して以
来、江戸時代に栄えた東海道川崎宿を後世に伝えていま
す。8月21日には来館者が10万人を突破。記念すべき10
のり あき
万人目の来館者となった齋藤至旦さんは｢交流館で開催し
ている企画展を毎回楽しみにしています。実家が川崎駅
近くで写真館を経営していたため、今回は終戦直後の写
真を参考に持って来館しました｣と語ってくれました。

私が紹介します!
交流館では、さまざ
まな企画展を開催して
います。10月25日まで
開催中の昭和時代のお
店などを再現した手工
芸品は、特におすすめ
です。

案内
「六さん を
」
ト
ッ
レ
タブ
で
室
示
展
みよう！
かざして

10月25日まで齋藤至旦さんの
写真６点を展示しています。市役
所時計台を背景にたたずむ少年の
写真など、どれも当時の川崎駅周
辺の貴重な写真ばかりです。交流
館では川崎の街並みを写した古い写真を集めています。
提供できる方はぜひ、ご連絡ください。

東海道かわさき宿交流館
展示室開館時間 9時〜17時
休館日 月曜
（祝日の場合はその直後の平日）
、年
末年始
アクセス 京急川崎駅より徒歩4分、JR川崎駅東
口より徒歩9分

～めぐみの秋！ふじみの秋！はぐくみの秋！～

富士見公園「はぐくみの里」
秋の収穫感謝祭
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。普段、都会では体験できない「サツマイモ掘り」や区
の花
「ビオラの植え付け」などを体験してみませんか。
日時 11月7日㈯10時〜12時。小雨決行、荒天の場合は翌日に延期
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）
、園内で収穫した米・
ご飯・豚汁・クッキーなどの販
売、ハーブティーのサービス、
ビオラの植え付け体験など
川崎フロンターレ☎2769133、 276-9144。区役
所道路公園センター☎2443206、 246-4909。
いくつ採れるかはお楽しみ

江戸曲独楽
江戸時代の
粋に遊ぶ

きょく ご

区役所地域振興課
外山職員

交流館からのお知らせ

東海道かわさき宿交流館
公認キャラクター
「六さん」

東海道かわさき宿
交流館は２周年！

280-7314

ま

江戸文化にも精通した曲独楽
師が曲独楽の歴史や先人たち
の話をはじめ、実際に芸を披露
します。形や色の美しい独楽を
使った芸は必見。
なん ぎょく
出演者 やなぎ南玉
（写真）
日時 10月17日㈯14時〜16時
（開場13時半）
定員 当日先着80人
料金 1,500円
場所 東海道かわ
さき宿交流館4階

かわさき産業ミュージアム
講座・バスツアー
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。講座3回、バスツアー1回の全4回。1回でも参加可能
場所 講座はいずれも区役所7階会議室
定員 講座：各回30人程度、バスツアー：40人
※バスツアーは参加費用200円（保険料）。昼食持参。階段での移動あり。
10月26日
（必着）
までに、往復ハガキに全員の住所
（区内在勤・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、
201-3209。
［抽選］。※区ホームページからも申し込めます。
日時

講座

内容・講師など

❶11月13日㈮
「川崎駅周辺の変遷」
望月一樹氏
（市民ミュージアム
18時半～20時半 学芸室長）
「川崎日航ホテル～地域と共に歩み続けて50年 次
❷11月16日㈪
世代と繋がる未来へ」
宮崎学氏・片山知子氏
（川崎日
18時半～20時半
航ホテル）
【企画協力】
川崎商工会議所
❸11月30日㈪ 「かわさきマイスターの活動」
久保田宗孝氏
（職種：デ
18時半～20時半 ザイン彫金士／ジュエリークボタ代表取締役）

❹11月24日㈫
味の素グループうま味体験館、川崎ゼロ・エミッショ
バス
ツアー 9時半～17時ごろ ン工業団地、川崎バイオマス発電所

今年も市役所通りで取れたぎんなんを配布します。詳しくは区ホームページ［市役所通り

ぎんなん］で検索。

区役所企画課☎201-3101、

201-3209

ここからかわさき区版です

2015年
（平成27年） 10月1日号

区 版 かわさき

No.1122

02

子育て支援ボランティア入門講座

投票所の変更のお知らせ
次回の選挙から投票所が変わります。追分町にお住まいの人は
「大島小学校」

乳幼児健康診査等で保護者と一緒に来た子どものお世話などをするボラン

に、浜町２丁目にお住まいの人は
「臨港中学校」
に変更します。これまでの投票

ティアをしてみませんか。 3日間の講座を受講し、既存のボランティア団体に

所では投票することができませんのでご注意ください。

登録すると活動開始となります。

区選挙管理委員会☎201-3124、

時間・場所 いずれも10時～12時、区役所5階講堂他

201-3209

定員

いつ「がん検診」を受けましたか？

10月16日までに電話で区役所児童家庭課☎201-

市では、職場などでがん検診を受ける機会がない市民を対象に、がん検診
が受けられる事業を行っています。 子宮がん検診は20歳以上の女性が2年に１
回、乳がん検診は40歳以上の女性が2年に１回、肺・大腸・胃がん検診は40歳
以上の人が１年に１回受診できます。 詳しくはがん検診・特定健診等コールセン
ター
（☎982‐0491）
まで。
お口の健康から始まる介護予防

☎201-3231、

11月12日㈭

子どもの成長、発達について

11月19日㈭

ボランティア活動紹介、手遊び紹介

11月24日㈫

日㈯。時間はいずれも9時半〜12時。

出演：M’
sファクトリー。

操）
。11月20日㈮13時半〜15時。区

就学前の子どもと保護者。

❶子

育て支援センターあすなろ☎

221-

東海林のり子氏講演会〜元気にな
るために自分にかける魔法〜

7037、ゆめいく日進町保育園☎221-

11月23日 ㈷14時 〜15時
（開 場13

10月

［先着順］

アメフット選手による体験教室やデ

7035、 221-7036❷新町保育園☎

アレルギーとの上手な付き合い方

モンストレーション、体験アトラクショ

ぜん息や食物アレルギーについて

ンを使ったミニゲーム、防具試着コー

の医師による講話と保健師によるス

ナーなど。11月３日㈷10時～16時。

キンケアのデモンストレーション。11

富士通スタジアム川崎
（市民祭り会場

月9日㈪13時半〜15時。 区役所5階

内）
で。参加自由。荒天中止。

講堂で。30人。

10月15日から

333-8759❸渡田保育園☎
2226

ボランティア活動に興味のある人、
子ども好きな人、楽しく活動してみま
せんか。11月5日〜12月3日の木曜、

区役所高齢
・障害課
＊川崎授産学園

11月24日 ㈫、 全6回、10時 〜12時。

201-3293

30人。 教育文化会館他で。

むし歯予防の話、フッ化物体験、歯

☎233-6361、

244-2347

人。

教育文化会館他で。30人。

10月15日から電話かFAX

で。
［先着順］

10月

15日10時から直接、電話、FAX、区

区役所こども支援室
＊川崎授産学園
☎201-3331、

201-3293

パパも一緒にジョイフルサタデー

ホームページで。
［先着順］
平和人権学習
「異文化を理解しよう」
暮らしやすい社会のために異文化
を理解し学びます。11月10日〜12

み い ゆ 殿 町 ☎050-5551-5646。

ます。 会場へ直接。 ❶子育て支援セ

化会館で。

ンターあすなろ、ゆめいく日進町保

接、電話、FAXで。
［先着順］

11月の健診案内

月～金曜
健康相談 （祝日は
除く）

8時45分
〜10時

なし会、 作品展示、 古本市なども。

の木曜、18時半〜20時半、全4回。

5回、10時〜12時。20人。 教 育 文

20日㈮

よる発表と地域交流の場です。 おは

て、 全回参加できる区内在住の20

どを観たりして子どもと一緒に楽しみ

1歳児
歯科健診

プラザ大師まつり

チと対話など。11月5日〜12月17日

ぃゆ浅田☎050-5551-5743❷ふぁ

39歳まで
①11日㈬ 9時〜
の健診・保
②27日㈮ 9時15分
健指導

266-3554

料室で。家族に統合失調症患者がい

月15日の火曜
（11月24日を除く）
、全

8時45分〜
10時5分

☎266-3550、

1日10時より整理券配布。
［先着順］

体を動かしたり、保育士による劇な

17日㈫

プラザ大師
＊川崎授産学園

性的マイノリティーに関するスピー

組。 10月16日から❶電話でふぁみ

HIV
即日検査

順］

〜12時、全3回。 区役所4階研修資

乳 幼 児と保 護 者 ❶ は25組 ❷ は20

日程・受付時間

2 枚まで。
［先着

※大道芸･落語は定員100人。11月

ゆ殿町で。いずれも10時〜11時半。

健診名

整理券配布。1人

平和人権学習「虹色のまちづくり」

みぃゆ浅田で❷11月18日㈬ふぁみぃ

保健福祉
センター

ら同 館 窓 口にて

11月2日、9日、16日の月曜、10時

磨き実習など。 ❶11月12日㈭ふぁ

［先着順］

島で。80人。

プラザ大師で活動している団体に

教育文化会館
＊川崎授産学園

ついての講話と家族会の紹介など。

むし歯のない子に育てよう

10月

21日10時から電話かFAXで。
［先着順］

統合失調症の治療や家族の対応に

時半）
。プラザ田
11月5日10時か

子ども見守り隊～私にもできる、
子育て支援とボランティア～

統合失調症家族教室

201-3291

322-

電話かFAXで☎201-3216。
［先着順］

☎201-3213、

☎各担当へ

「ボランティア活動とは」
講師：牧岡秀夫
（共育ひろば主宰）

医師の講話と実習
（歯磨き・お口の体

20日から電話かFAXで☎201-3212。

区役所地域保健福祉課
＊川崎授産学園

内容

時半）
。プラザ田島で。当日先着80人。

役 所5階 講 堂で。30人。

アメフットを体験してみよう！

日程

10月31日㈯❸渡田保育園…11月7

誤嚥性肺炎を予防するための歯科

201-3209

201-3293。
［抽選］

迎。10月14日㈬14時〜15時
（開場13

ご えん

区役所地域振興課
＊川崎授産学園

3214、

育園…10月24日㈯❷新町保育園…

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

20人

会場はいずれも区役所5階
地域保健福祉課 201-3291
内容など

費用

11月4日
匿名で受けられます。感
から電話で
染の可能性があるときか 無料
☎201-3212
ら3カ月経過した12人
［先着順］
生活習慣病予防に関連
10月15日
した検査、保健指導、
1,650 から電話で
運動体験。両日参加で
円 ☎201-3216
きる区内在住の18～39
［先着順］
歳の25人
1歳3カ月未満で歯が生
随時、電話で
えている区内在住の乳 無料
☎201-3212
幼児

9時～12時、 専門職による健康・禁煙
随時、電話で
などに関する相談。区内 無料
13時～
☎201-3216
在住の人
（家族でも可）
16時半

※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 つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。

10月16日10時から直

日にち

時間

10時～15時
11/14
㈯
17時半～20時
11/15
㈰

10時～12時

内容
体験ひろば
社交ダンス
体験
サークル発表

14時～15時 大道芸・落語※

市消防防災指導公社
＊川崎授産学園
〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475、 366-0033

普通救命講習会

子どものヘルプを見逃すな！地域
の大人にできること
少年非行や犯罪を考え、子どもの

心肺蘇生法、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。11月12日㈭13時半〜16時半。

健全な育成に、地域の大人ができる

川崎消防署で。30人。

ことを考えます。11月21日〜12月

時から直接か電話で。
［先着順］

23日の主に土曜
（12月19日を除く）
、
全5回、10時 〜12時。30人。 教 育
文化会館他で。

10月15日10時か

ら電話、FAX、区ホームページで。
［先
着順］

かわさき老人福祉・
＊川崎授産学園
地域交流センター
〒210-0026堤根34-15
☎233-5592、 221-5031

いきいき健康フェア～転倒予防と
ロコモティブシンドローム対策～

プラザ田島
＊川崎授産学園
☎333-9120、

10月27日9

333-9770

健康寿命を伸ばすことを目指し、無
理なく体を動かします。 講師：泉澤佑

０歳からの家族で楽しむ
親子向けコンサート

輔氏
（健 康 運 動 指 導 士）
。11月12日

子どもが好きな歌を中心に演奏しま

㈭13時半～15時半、60歳以上の50

す。親子で楽しめる参加型のコンサー

人。 同センター２階ホールで。

トです。赤ちゃんと一緒の参加も大歓

月15日10時から直接。
［先着順］

インターコムかわさきく

10

区役所企画課☎ 201-3296 、 201-3209

