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観 覧 無 料 

 
 

 

☆ 川崎市障害者作品展 観覧のご案内 

☆ 第２２回 川崎市障害者スポーツ大会「ボウリング大会」「ボッチャ大会」のご案内 

☆ 初心者アーチェリー教室参加者募集 

☆ 障害者スポーツプログラム 障害者スポーツ体験のご案内 

☆ 川難聴創立３０周年記念大会のご案内 
 

 

 

 

●○ 川崎市障害者作品展 観覧のご案内 ○● 
 

 

川崎市内の障害者が創作した絵画・写真・書・文芸・手工芸など、多数の作品を展示す

る予定です。どうぞ、お気軽にお立ち寄りください！ 
 

 

展示期間：令和４年１２月１４日(水)～令和４年１２月１８日(日) 

時  間：午前１０時～午後６時 最終日(１８日)は午後１時まで 

会    場：アートガーデンかわさき 第１・第２展示室 
川崎区駅前本町12番地1号 川崎駅前タワーリバーク3階 

JR川崎駅 北口直結･東口より徒歩3分  京急川崎駅 中央口より徒歩2分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSK  令和4年１２月号 
公益財団法人 川崎市身体障害者協会 

川崎市障害者社会参加推進センター 

川崎市障害者スポーツ協会 

TEL044-244-3975 FAX044-246-6943 

E-mail : zksk@nifty.com 

ホームページ：http://kawashinkyo.org 

川身協事務局通信 

≪作品展問合せ先≫ 

川崎市障害者社会参加推進センター 

〒210-0834 

川崎市川崎区大島１－８－６ 

電話  ０４４－２４６－６９４１ 

FAX  ０４４－２４６－６９４３ 

主催：川崎市障害者社会参加推進センター／川崎市 

共催：公益財団法人川崎市文化財団 

後援：神奈川新聞社／ｔｖｋ／かわさきＦＭ（79.1ＭＨｚ） 

   ／タウンニュース社／川崎信用金庫／ 

川崎市教育委員会／公益財団法人川崎市身体障害者協会 

ワークショップ(創作体験)同時開催 

【参加費無料】 ※未就学児の方は保護者の方とご参加ください 

12/17(土) １０：３０～１３：３０     ランプシェード作り体験 

12/17(土) １４：００～１７：００     ３色パステルアート体験 

12/18(日) １０：００～１３：００     ３色パステルアート体験 
 

※各ワークショップで３０分程度の創作体験ができます。 

  会場にて直接お申し込み下さい。 

※申し込み多数の場合、ご参加いただけない場合があります。 

mailto:zksk@nifty.com
http://kawashinkyo.org/
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第２２回 川崎市障害者スポーツ大会 

「第６部 ボウリング大会」「第７部 ボッチャ大会」のご案内 
 

第２２回川崎市障害者スポーツ大会、第６部ボウリング大会、第７部ボッチャ大会を開催します。 

本大会は、令和５年に開催の全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」の川崎市代表

選手の選考会を兼ねています（参加資格については各大会の詳細にてご確認ください）。 
 

ボウリング大会 
 

開催日時 令和５年１月２８日（土） 

【受 付】 午前８時３０分～５０分 【開会式】 午前９時００分～ 
 

会  場 川崎グランドボウル（川崎区宮前町 11－14） 

交通手段 ＪR川崎駅、京急川崎駅より徒歩１５分または JR川崎駅東口バスターミナルより 

臨港バス「教育文化会館前」下車 徒歩 5分 
 

対  象 1.知的障害、身体障害、精神障害のある方。 

（身体障害、精神障害のある方はオープン参加とします。） 

2.市内在住・在学・在勤の方。（市内の学校に通学、市内施設に入所・ 

通所している市外の方も参加できます。） 

3.年齢１３歳以上（１３歳未満の方は、オープン参加になります。） 
 

費  用 無料（ただし、貸靴代４００円は自己負担になります。） 

申込締切 令和４年１２月１６日（金） 

申込方法 お住まいの地区の地域みまもり支援センター・健康福祉ステーション障害者支援担当へ 

     参加申込書をご提出ください 

 

ボッチャ大会 
 

開催日時 令和５年２月１９日（日） 

【受 付】 午前８時３０分～５０分 【開会式】 午前９時００分～ 
 

会  場 高津スポーツセンター（高津区二子 3－15－1） 

交通手段 東急田園都市線二子新地駅または高津駅より徒歩 8分 
 

対  象 1.身体障害のある方。 

（一部の身体障害についてはオープン参加とします。） 

2.市内在住・在学・在勤の方。（市内の学校に通学、市内施設に入所・ 

通所している市外の方も参加できます。） 

3.年齢１３歳以上（１３歳未満の方は、オープン参加になります。） 
 

費  用 無料 

申込締切 令和４年１２月１６日（金） 

申込方法 お住まいの地区の地域みまもり支援センター・健康福祉ステーション障害者支援担当へ 

     参加申込書をご提出ください 
 

 ※各大会の詳細については川崎市ＨＰ（QR コード）をご確認ください 

 

 

 

 

《お問合せ》 
市民文化局市民スポーツ室 

TEL044-200-3547 FAX044-200-3599 

 

ボウリング大会 ボッチャ大会 
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☆ 初心者アーチェリー教室参加者募集 ☆  

 

 

 

川﨑市内在住の身体障害者等を対象に、アーチェリー競技を楽しみつつ体験しながら、競技の
マナーやルール、行射の基本を習得する事ができる「初心者アーチェリー教室」を開催いたしま
す。皆様のご応募をお待ちしております。 
 

 

日  程  令和５年２月１９日(日)、２６日(日)、３月５日(日)、１２日(日)の全４回 
時  間  午前１０時～午後３時（正午～午後１時までは昼休み） 
会  場  川崎市 川崎区 富士見 1 丁目 １－４ カルッツかわさき４階弓道場 
参加資格  市内在住の身体障害者（他の障害等の方は応相談） 
参 加 費   無料 
申込締切  令和５年２月４日（土） 
注意事項  昼食は各自でご用意ください。会場は屋外で寒いので暖かい服装でお越しください。 
申込方法  申込先の電話番号または、メールアドレスへご連絡ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者スポーツプログラム 障害者スポーツ体験のご案内 
 

 

障害者スポーツプログラム 障害者スポーツ体験を７月から市内スポーツセンター及び井田体育館で開

催中です。１月は下記の日程で実施いたしますので、皆様奮ってご参加ください。体験の申込については

川崎市のHPに掲載されている参加申込書に必要事項をご記入いただいたうえで郵送、ＦＡＸにて申込期限

までにご提出ください（事前申し込み制のため当日参加はできません）。 

 

障害者スポーツプログラム 障害者スポーツ体験⑧ 

開催日時 令和５年１月１４日（土）１２：３５～１４：４５ 

会  場 高津スポーツセンター 小体育室 

実施種目 ボッチャ、卓球、卓球バレー、ニュースポーツ 

申込期限 令和４年１２月２８日（水） 

 

障害者スポーツプログラム 障害者スポーツ体験⑨ 

開催日時 令和５年１月２１日（土）１２：３５～１４：４５ 

会  場 カルッツかわさき 小体育室 

実施種目 ボッチャ、卓球、卓球バレー、ニュースポーツ 

申込期限 令和５年１月７日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合先 
 

川崎市障害者アーチェリー協会 柳川伸二 
TEL：０９０-３５２０-３０８１     
Email：sts-yanagawa@outlook.jp 

 

申込先・問合せ 
 

川崎市障害者スポーツ協会 担当:野田 
 

ＴＥＬ：０４４－２４５－８０４１ 
 

ＦＡＸ：０４４－２４６－６９４３ 

mailto:sts-yanagawa@outlook.jp
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川難聴創立３０周年記念大会のご案内 
 

 川難聴創立３０周年を記念した記念大会を令和 5 年 2 月 18 日（土）に川崎市総合自治会館で開

催します。３０周年記念式典の他に第二部では「難聴者と中途失聴者の心理」をテーマとした講演

会も実施いたしますので、皆様奮ってご参加ください。記念大会の詳細については下記の問合せま

でご連絡ください。 

 

川難聴創立３０周年記念大会 
開催日時  令和 5 年 2 月 18 日（土）13:30～16:30 

開催場所  川崎市総合自治会館 4F ホール（中原区小杉町 3 丁目 600 番） 

対  象  市内、近県の、中途失聴者・難聴者、聴覚障害者、および家族の方々、要約筆記者、 

      手話通訳者、難聴理解について興味のある一般の方等。 

プログラム 第一部：式 典 13:30～14:30 

第二部：講演会 14:45～16:30 

参 加 費 無料 

 

問合せ 

川難聴創立 30 周年記念大会事務局 

ＦＡＸ ：０４４－７５３－０５９６ 

ＭＡＩＬ：kawa.nanchou@nifty.com 

 

会場案内 

 

 

 

発行人 神奈川県障害者定期刊行物協会 

〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 1752番地  

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 3Ｆ 横浜市車椅子の会内 

編集人 公益財団法人川崎市身体障害者協会事務局 

〒210-0834 川崎市川崎区大島 1-8-6 南部身体障害者福祉会館 3Ｆ    頒価 10円 
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