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　４月に市公式アプリ
※1
「かわさきアプリ」が誕生します。

　市内の防災・子育てやごみの情報を簡単に入手できるアプリとなっています。
　今回はアプリの特徴について紹介します。
　 総務局ICT推進課☎200-2079、 200-3752

かわさきアプリ。この春、誕生。

緊急情報は瞬時
にあなたのもと
へ自動配信

あなたの位置情
報を基に、地図
上で避難所など
への誘導も

あなたに合っ
た情報を絞り
込んで表示

　「かわさきアプリ」は今後、分野や機能
を拡張するなど、市のさまざまな情報をつ
なぐアプリとして拡大していく予定です。

● 防災アプリ ………… 緊急情報、気象情報、震度情報、避難情報、
　　　　　　　　　　  ハザードマップなど
● 子育てアプリ ……… イベント情報、おでかけスポット、医療機関情報など
● ごみ分別アプリ …… ごみの分別検索、日ごとの収集品目、
　　　　　　　　　　   各種お知らせなど
● Wi-Fi接続アプリ … Wi-Fiスポットの検索・接続、市内の観光情報など

　「かわさきアプリ」のメニューからさまざまなアプリを起動することで、
防災・子育てやごみの情報をいつでも、どこでも簡単に入手できます。

コンテンツを順次拡大。
さらに便利に。

さまざまなアプリと連動。必要な情報は、
「かわさきアプリ」から各アプリへ。
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※2

も
便利。

　市が整備を行う「かわさきWi-Fi」は市内約
400カ所。その他、コンビ二をはじめとした民
間事業者が提供する約1,000カ所をWi-Fi接続
アプリで利用可能です。ぜひご活用ください。※3

※1　アプリとは、スマートフォン（多機能携帯電話）などで利用する
　　  アプリケーションソフトウエアです
※2　Wi-Fiとは、無線でネットワークに接続する規格の一つです
※3　Wi-Fiの利用にあたり、口座番号や個人情報を入力する　　  
　　  ネットバンキングなどのサイトは利用しないでください　

※平成27年国勢調査速報値を基にした推計値です

詳しくは

川崎市 かわさきアプリ 検索



「かわさき市政だより」の見方 ･･･イベントなどで特に記載のないものは無料、参加自由。参加の対象者は、市内在住・在勤・在学の人
＝申し込み、 ＝問い合わせ先、直接＝直接来所。時間は２４時間表記です

納税通知書の発送
　28年度の固定資産税・都市計画税
納税通知書は4月8日に発送します。

市税事務所資産税課、こすぎ市税
分室資産税担当。
固定資産税（土地・家屋）の縦覧制度

　固定資産税の納税者は、所有して
いる土地・家屋の他、同一区内の土
地・家屋の価格も確認できます。本人
確認のため、官公署などが発行した
顔写真付きの書類（運転免許証など）
を持参してください。顔写真付きの書
類がない人は健康保険証や国民年金
手帳などの書類を複数提示してくださ
い。代理人は委任状も必要です。期
間…4月1日～5月2日（土･日曜、祝日
を除く）。縦覧場所･ 資産の所在す
る区を担当する市税事務所資産税課、
こすぎ市税分室資産税担当。
緊急消防援助隊活動拠点の完成

　宮前区犬蔵にある消防総合訓練場
は、他都道府県から来る緊急消防援
助隊の活動拠点として機能を強化し、
消防訓練センターとなりました。平時
は消防職員・団員の訓練や、消防関
係団体・自主防災組織などの消防・防
災学習の場として利用されます。
消防局施設装備課☎223-2581、
223-2520。
身体障害者手帳の
認定基準の変更

　肝臓機能障害について28年度から
認定基準が変わります。❶認定対象
がチャイルド・ピュー分類C（10点以上）
から分類B（7点以上）に拡大❷日常生
活の制限に係る指標が見直され、1級・
2級の要件が緩和。詳細はお問い合
わせください。 障害者更生相談所
☎811-0091、 811-0172。
国民年金保険料の
学生納付特例制度

　保険料の納付が困難な学生に支払
いを猶予する制度です。対象…前年
所得が118万円以下の20歳以上の学
生。猶予期間は年金の受給資格期間
と見なされ、10年以内なら、さかの
ぼって保険料を納められます。申請は
毎年必要で、28年度分は4月から受
け付けます。 区役所保険年金課、
支所区民センター保険年金係。
市内中小企業向け
新技術開発・研究などの補助金

　対象…市内で１年以上事業を営ん
でいる中小企業など。詳細は各申込
先へお問い合わせください。※１年未
満でも指定する施設などに入居してい
る場合は対象です。

※文字が消せるボールペンは使わないでください

　次の要領で必要事項を、特別に指示のある場合はその内容も併せて
記入してください。
● 往復ハガキの場合は、返信用に宛先を記入してください。
● 申し込みは原則1人1通。
● 市役所への郵便物は、専用郵便番号（210-8577）と局・課名のみの
　記入で届きます。

講座などへの参加申し込み
● 講座名・催し名（日時・コース名）
● 郵便番号・住所
● 氏名・ふりがな
● 年齢
● 電話番号

❶産学共同研究開発プロジェクト補
助金…大学などと共同で行う、新技
術・新製品開発などの経費を補助しま
す。補助額…経費の3分の２以内（上
限500万円）。
❷新技術・新製品開発等支援事業補
助金…開発などの経費を補助します。
補助額…経費の2分の１以内（上限
100万円）。
❸ナノ・マイクロ機器利用促進補助金
…新川崎・創造のもりのナノテク研究
機器の利用経費を補助します。補助額
…経費の2分の1以内（上限40万円）。
❹福祉製品開発支援補助金…産業の
力を活用し、福祉・介護分野の課題を解
決する「ウェルフェアイノベーション」の
推進を目的に、福祉製品・サービスの開
発・改良の経費を補助します。補助額…
経費の3分の2以内（上限100万円）。
　 ❶❷は4月4日～25日❸は4月
4日～29年1月末❹は4月上旬～5月
中旬に、申請書と必要書類を直接、
❶❷は経済労働局工業振興課☎200-
2324、 200-3920､ ❸❹は同局次
世代産業推進室❸☎200-2407❹☎
200-2513､ ❸❹ 200-3920。[選
考]。 ※申請書などは3月23日から
同課・室で配布（❹は4月1日からの予
定）。市ホームページからもダウンロー
ドできます。
猫の不妊・去勢手術補助金

　対象…市内在住で責任を持って猫
を世話していて、4月～29年3月に協
力動物病院で猫に手術を受けさせた
人。補助額…メス１匹3,000円。オス
１匹2,000円。※１世帯3匹まで。補
助金交付予定額が予算に達した時点
で締め切ります。 4月1日から申
請書を直接、区役所衛生課。[先着
順]。※申請書は3月25日から同課な
どで配布。市ホームページからもダ
ウンロードできます。
生産緑地地区の追加指定、
区域拡大の申し出受け付け

　対象…市内市街化区域内に農地を
所有し、生産緑地地区指定を希望す
る人。受け付け…3月25日～4月25
日 の 平 日、9時 ～16時（12時 ～13
時を除く）に申し出書を農業振興セン
ターへ直接。詳細はお問い合わせく
ださい。 農業振興センター農地課
☎860-2461、 860-2464。 ※申
し出書などは受け付け時に配布。
黒川青少年野外活動センター
宿泊を伴う夏期利用の申し込み

　青少年団体が対象。７月20日～8
月31日（8月8日～10日を除く）に利用
する場合、4月中に申し込みが必要で
す。詳細はお問い合わせください。

4月30日（必 着。直接は17時）まで
に申込書を直接、郵送、FAXで〒215-
0035麻生区黒川313-9黒川青少年野
外活動センター☎986-2511、 986-
2522。※申込書は区役所、市民館など
で配布中。施設ホームページからもダ
ウンロードできます。
不動産鑑定士による相談会

　価格、借地、相続など不動産の相談
に乗ります。4月14日㈭、10時～16時。
市役所第3庁舎1階市民ホールで。
財政局資産運用課☎200-2085、
200-3905。
呼吸器の健康相談

　専門医師による相談。肺年齢の測定
も。4月21日㈭13時半～15時半。川
崎･横浜公害保健センターで。せき、た
ん、息切れなどで困っている人、10人
程度。 3月25日から電話かFAX
で川崎･横浜公害保健センター☎211-
0311、 211-0312。［先着順］
市役所掲示板移転のお知らせ

　本庁舎の耐震対策に伴い、3月26
日㈯に表のとおり仮移転します。
総務局法制課☎200-2064、 200-
3748。
市公募債（5年満期）の販売

　1万円単位で購入でき、元本は5年
後に一括償還、確定利率で年2回の
利息が受け取れます。利率など発行
条件は4月8日13時ごろに決定。 窓
口販売は11～22日。詳細は取扱金
融機関などにお問い合わせください。

財政局資金課☎200-2182､
200-3904。
不動産の公売

　市税滞納整理で差し押さえた不動
産について、国税と条件付合同公売
を行います。4月5日㈫13時半～14
時35分。東京国税局で（東京都中央
区築地5-3-1）。詳細は市税事務所納
税課･こすぎ市税分室納税担当にある
｢不動産公売広報｣・市ホームページの
｢公売情報｣をご覧ください。 財政
局収納対策課☎200-2225､ 200-
3909。
ギャラリーバス増車運行開始

　4月12日から、市立小学校児童の
絵画作品を市バス車内に展示して運
行するギャラリーバスを増車します。

交通局管理課☎200-3238、
200-3946。
春休み期間中、小学生の市バス
乗車料金が50円に

　3月26日～4月4日の期間、料金を

支払う前に「小学生です」と申し出ると
小児乗車料金が50円（深夜バスは100
円）になります。※小児IC定期券は申し
出不要です。 交通局管理課☎200-
3235、 200-3946。
巡回市民オンブズマンの開催

　市政への苦情を聴きます。4月15
日㈮、9時 ～12時、13時 ～16時。中
原区役所で。 市民オンブズマン事
務局 ☎200-3691、 245-8281。

市障害者スポーツ大会参加者
　全国障害者スポーツ大会の代表選
考会を兼ねています。
❶アーチェリー…4月9日㈯９時50分
～12時。富士見弓道場で。
❷水泳…4月16日㈯10時～15時半。
多摩スポーツセンターで。
❸フライングディスク…5月8日㈰10
時35分～13時半。県立中原養護学
校で（日吉駅からバス「さくらが丘」下
車徒歩5分）。荒天時は同学校近くの
市リハビリテーション福祉センター体
育館で。
❹陸上…5月22日㈰10時～15時半。
等々力陸上競技場で。種目はお問い
合わせください。荒天中止。
　いずれも身体・知的・精神（❶は身体
のみ）に障害がある13歳以上の人。
事前申込制。 ❶❷は3月25日❸
❹は4月15日までに申込書を直接か
FAXで住んでいる区の区役所高齢・障
害課、地区健康福祉ステーション高齢・
障害係。※申込書は同課・係で配布
中。市ホームページからもダウンロー
ドできます。
生活支援員

　各区あんしんセンターで利用者の
日常的金銭管理の援助などをします。
対象…5月1日付の採用に応じられる
70歳未満の人(現役の民生委員･ケ
アマネジャー・ホームヘルパーなどを
除く)。 若干名。 詳細は申込書をご
覧ください。 4月8日(消印有効)
までに申込書を直接か郵送で〒211-
0053中原区上小田中6-22-5市あん
しんセンター☎739-8727、 739-
8738｡ [選考]。※申込書は3月22日
から各あんしんセンターで配布。
市民意見（パブリックコメント）

　「川崎市気候変動適応策基本方針」
（案）への意見。提出・ 4月15日（必
着）までに必要事項と意見を記入し郵
送、FAX、市ホームページで〒210-
8577環境局地球環境推進室☎200-
2405、 200-3921。※書式と資料
は同室、区役所、市ホームページな
どで公開中。
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「かわさき市政だより」１日号は、町内会・自治会などによる配布の他、市公共施設、市内の一部の駅・金融機関・スーパー・コンビニなどで配布しています
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都市計画審議会市民委員

　市の都市計画について各分野の委
員と一緒に審議します。資格…20歳
以上で市内在住１年以上(市職員と市
付属機関などの委員を除く)。任期…
6月1日 ～30年5月31日。 人数…3
人(委員定数は20人以内）。 4月
20日(消印有効)までに直接、郵送、
FAXで〒210-8577まちづくり局都市
計画課☎200-2711、 200-3969。
[選考]。※申し込みの詳細、小論文
のテーマなどは同課、区役所などで
配布中のチラシか市ホームページを
ご覧ください。
障がい者社会参加学習活動の参加者

　社会見学や料理などの活動を通し
て地域交流、仲間づくりをします。対
象…市内在住･在勤で知的障害があ
り、活動場所まで１人で来られる人。
活動…5月～29年3月の間、月１回程
度。材料費・交通費などは自己負担。
日程、条件など詳細は各館へお問い
合わせください。

　いずれも定員を超えた場合は区民
優先。 各締め切りまでに直接か
電話で希望の館へ。[抽選]。※企画・
運営を行うボランティアも各館で受け
付け中。
河川愛護ボランティア制度の
活動団体

　市と協働で、市内を流れる河川や
水路の環境を守る団体。河川・水路
施設の清掃活動を自主的に行います。
活動に必要な軍手やごみ袋などは市
が支給。年１回、活動の課題などに
ついての意見交換会も。対象…5人
以上の団体（3分の2以上が市内在住・
在勤・在学者）。詳細はお問い合わせ
ください。 建設緑政局河川課☎

200-2906、 200-7703。

かわさきFM朗読セミナー
　清水優子氏(元ラジオたんぱアナウ
ンサー )、山崎勢津子氏（声優）の指導
で朗読の楽しさや面白さを学びます。
講座最終日はラジオの生放送に出演。
❶4月13日 ～7月6日 の 水 曜（4月27
日、5月4日を除く）と7月9日㈯❷4月
14日 ～7月7日 の 木 曜（4月28日、5
月5日を除く）と7月16日㈯、いずれも
13時 半 ～15時15分、 全12回。 か
わさきFMで（武蔵小杉駅北口徒歩3
分）。❶❷各5人。各26,000円。  

3月28日9時から電話で、かわさき
FM☎712-1791、 712-1500。[先
着順]
緑化センターの講座
❶春のコンテナガーデン…春植え草
花の育て方と寄せ植えを楽しみます。
4月20日㈬。800円。
❷プランター野菜の楽しみ方（春蒔

ま
き

編）…ベランダでもできる簡単な野菜
作りを学びます。4月27日㈬。700円。
　いずれも13時半～15時。緑化セン
ターで。各30人。 ❶は4月6日
❷は4月13日(いずれも必着)までに往
復ハガキで〒214-0021多摩区宿河
原6-14-1緑化センター☎911-2177、

922-5599。[抽選]
裂き織り教室

　余った布と卓上機を使い、オリジナ
ルの手織り作品を作ります。初歩から
学ぶやさしい教室です。4月23日、5
月28日、6月25日の土曜、13時～16
時、全3回。橘リサイクルコミュニティ
センターで。10人。1,500円（材料費
別）。 3月31日までに直接、電話、
FAX、ホームページで橘リサイクルコ
ミュニティセンター☎857-1146、
857-2216。[抽選]
ひとり親家庭向け講座
❶パソコン基礎…5月11日～6月1日
の水曜、9時半～12時半、 全4回。
文字入力ができる8人。
❷ステップアップパソコン…5月10日
～31日の火曜、9時半～12時半、全
4回。ワードとエクセルの基礎知識が
ある8人。
　いずれも母子･父子福祉センター
で。市内在住の、ひとり親家庭の父
母か寡婦が対象。保育あり（1歳～小
学2年生、要予約）。 4月28日(必
着)までに応募理由と保育の有無も記
入しハガキで〒211-0067中原区今井
上町1-34母子･父子福祉センター☎
733-1166、 733-8934。[選考]
日本女子大学の催しと公開講座
◎西生田キッズレンジャー…森の生き
物や樹木の美しさを発見します。5月
14日㈯13時～15時。小学１～２年生
の子どもと保護者、7組14人。雨天
時は屋内。
◎役者が語る、能の魅力…「高砂」を
取り上げて解説。小謡のレッスンも受

けられます。6月18日㈯13時半～15
時。40人。
◎楽しく闘い、豊かに生きる…広岡
浅子と奥むめおの人生から「困難の乗
り越え方」について学びます。6月21
日㈫13時半～15時。30人。1,300
円。
◎ペーパークラフト…光を通す薄い色
和紙を重ねて吹き流しを作ります。6
月25日㈯10時～12時。小学3～4年
生の子どもと保護者、10組20人。
　いずれも日本女子大学生涯学習
センターで（読売ランド前駅徒歩15
分）。  3月31日9時から直接（平
日9時～17時、土曜9時～12時）か、
FAX（名称と市政だよりを見たと記入）
で日本女子大学生涯学習センター☎
952-6961、 952-6962。[先 着
順]。 教育委員会生涯学習推進
課 ☎200-3304、 200-3950。　
手話入門講習会（夜間）

　手話の基礎を学び、聴覚障害者へ
の理解を深めます。5月17日～7月5
日の火曜、19時～20時半、全8回。
多摩川の里身体障害者福祉会館で。
35人。 4月1日から直接、電話、
FAXで多摩川の里身体障害者福祉会
館☎935-1359、 935-1706。[先
着順] 
「寺子屋先生」養成講座
　子どもの教育を地域で支援するた
め、放課後の学習をサポートする先
生を養成します。5月18日～6月15
日の水曜、10時～11時半(6月8日、
15日は午後)、全5回。 生涯学習プ
ラザで。 全回参加できる45人。

4月18日(必着)までに往復ハガキで
〒211-0064中原区今井南町28-41
市生涯学習財団☎733-6626、
733-6697。[抽選]
手話奉仕員養成講座・入門課程

　初めて手話を学ぶ人向け。
◎宮前区コース…5月19日～9月8日
の主に木曜、14時～16時。福祉パ
ルみやまえで。
◎中原区コース…5月24日～9月6日
の主に火曜、18時半～20時半。福
祉パルなかはらで。
　いずれも全18回(主な曜日の他、
土曜1回、日曜2回を含む)。各30人。
各3,240円。 4月30日(必 着)ま
でに往復ハガキで〒211-0037中原
区井田三舞町14-16聴覚障害者情報
文化センター☎798-8800、 798-
8803。[抽選]
商人（あきんど）デビュー塾

　商売を始めるこつやノウハウを学
びます。講師・竹内幸次氏（中小企業
診 断 士）。5月21日 ～7月23日 の 主
に水曜18時半～20時半と土曜９時
半～11時半、全12回。すくらむ21
で。市内空き店舗で創業予定か創業
を希望する30人。5,000円。保育あ
り（１歳～就学前の先着10人、350
円、要予約）。 4月15日9時から
直接、電話、FAX（保育の有無も記
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活動場所 人数
締め切り

教育文化会館
☎233-6361、 244-2347

35
4月22日

幸市民館
☎541-3910、 555-8224

20
4月28日

中原市民館
☎433-7773、 430-0132

40
4月15日

高津市民館
☎814-7603、 833-8175

50
4月19日

宮前市民館
☎888-3911、 856-1436

25
4月19日

多摩市民館
☎935-3333、 935-3398

10
4月15日

麻生市民館
☎951-1300、 951-1650

30
4月8日

入）で、すくらむ21☎813-0808、
813-0864。[先着順]
ロボット製作教室

　8月13日㈯と21日㈰に開催される
かわさきロボット競技大会Jr.ロボット
部門に参加するために、ロボットを製
作 し ま す。5月28日、6月18日、7
月16日、8月6日の土曜、13時～17
時、全4回。産業振興会館で。小学
3～中学3年生を含む4人までのチー
ム、24チーム。１チーム3,000円。

5月6日（必着）までに申込書を郵
送かホームページで〒212-0013幸区
堀川町66-20市産業振興財団☎548-
4117、 548-4110。 [抽選]。※
申込書は4月1日から同財団、区役所、
市民館などで配布。財団ホームペー
ジからもダウンロードできます。

]

春休み映画上映会「ミニオンズ」

　謎の生物ミニオンが主人公のアニ
メーション映画。3月28日㈪13時～
14時半（12時から整理券配布、開場
12時半）。川崎マリエン交流棟１階マ
リエンシアターで。当日先着100人。

川崎港振興協会☎287-6009、
287-7922。
自閉症の正しい理解と支援を
願ってライブ＆トーク

　自閉症について知り、理解を深め
るための音楽ライブとトークショー。
4月2日㈯17時45分～18時45分。
ラ チッタデッラ中央噴水広場で（川崎
駅東口徒歩10分）。 荒天中止。
市自閉症協会事務局☎080-1172-
6864、 865-5043。健康福祉局
障害計画課☎200-3796、 200-
3932。
飼育（し・い・く）の日

　シマウマ舎
の 清 掃、 餌
の 調 理 風 景
の 見 学 など
ができます。
4月17日㈰９
時～15時。
夢 見ケ崎 動
物 公 園 で。
一部のイベン
ト は、 小 学

生以下保護者同伴。スケジュールの
詳細は当日事務所前に設置するタイ
ムテーブルか市ホームページをご覧く
ださい。 夢見ケ崎動物公園☎588-
4030、 588-4043。
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申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

◎民具製作体験講座❶丸型六つ目か
ご…4月17日㈰。25人。1,250円。
4月4日まで。❷わらぞうり…5月

15日㈰。20人。1,000円。 5月2
日まで。❸裂き織り…5月29日、6月
5日、12日の日曜、全3回。20人。
2,350円。 5月16日まで。❹菱四
つ目かご…6月5日㈰。25人。1,250
円。 5月23日まで。❶❷❹小学４
年生以上❸中学生以上。 各締め
切り（必着）までに直接（休園日を除く）
か、講座名と学年も記入し往復ハガ
キで。［抽選］
◎民家園こどもまつり❶草バッタをつ
くろう…4月30日㈯、5月4日㈷。❷
こども民家園検定…5月3日㈷～5日
㈷。❸民具着用体験…5月1日㈰、3
日㈷。❹むかしあそび…5月1日㈷、
3日㈷～5日㈷。❺民技会作品頒布会
…4月29日㈷、5月1日㈰、3日㈷～
5日㈷。いずれも要入園料。❶❷❺
は数に限りあり。❸は雨天中止❹は
雨天縮小。
　いずれも日本民家園で。時間など
詳細はお問い合わせください。
〒214-0032多摩区枡形7-1-1日本民
家園☎922-2181、 934-8652。

　指揮は同楽団音楽監督のジョナサ
ン・ノット。曲目はブラームス「ドイツ・
レクイエム」他。4月23日㈯14時開
演。ミューザ川崎シンフォニーホール
で。小学生以上、1,800人。S席9,000
円、A席7,000円、B席5,000円、C
席4,000円、P席2,500円。チケット
販売中。 電話で東響チケットセン
ター☎520-1511（平日10時～18時）。
［先着順］。 市民・こども局市民文
化室☎200-2030、 200-3248。
さいわい寄席
　出演は三遊亭歌る多（女流真打ち第
１号）他。4月24日㈰❶10時半開演
❷13時45分開演（開場は各30分前）。
幸市民館大ホールで。小学生以上、
各回当日先着840人。 幸落語研究
会☎ 511-6901。市民・こども局
市民文化室☎200-2280、 200-
3248。
黒川満喫プログラム
「ドラム缶ピザ焼き体験」
　5月3日㈷～5日㈷、9時半～13時。
黒川青少年野外活動センターで。各
日50人（小学3年生以下は保護者と
参加）。高校生以上1,000円、小・中
学生800円、3歳～就学前500円。

雨天決行。 4月18日（必着）ま
でに往復ハガキ（家族は1通で可）に
希望日（第2希望まで）と、家族での
申し込みは全員の氏名と年齢も記入
し〒215-0035麻生区黒川313-9黒
川青少年野外活動センター☎986-
2511、 986-2522。［抽選］

市こども相撲大会
　こどもの日を記念した相撲大会の
参加者を募集します。5月5日㈷8時
45分～16時（雨天時は5月7日㈯）。
富士見相撲場で。小学3～6年生。
100円。事前申込制。 4月22日
（必着）までに申込書を郵送かFAXで
〒211-0051中原区宮内4-1-2市ス
ポーツ協会☎739-8844、 739-
8848。※申込書は区役所、スポーツ
センターなどで配布中。
ビッグバンドナイト
　大編成バンドによるラテンとジャズ
のコンサート。5月14日㈯18時～20

災害時情報は、防災・気象情報メール配信サービス（メールニュースかわさき）とFMラジオ79.1M㎐（かわさきFM）

時。市民プラザで。200人。前売り
2,000円（当日2,500円）。 4月15
日9時から電話かFAXで市民プラザ☎
888-3131、 888-3138。［先着順］
「あそびの日」かわさき広場
　グラウンドゴルフやペタンクなどの
ニュースポーツ、昔遊び、アウトドアクッ
キングなどを楽しみます。5月15日㈰
10時～14時。黒川青少年野外活動セ
ンターで。400人（小学3年生以下は
保護者と参加）。500円。荒天中止。

4月25日（消印有効）までに全員（6
人まで）の氏名と年齢も記入し往復ハ
ガキで〒210-8577市民・こども局市
民スポーツ室☎200-3312、 200-
3599。［抽選］。※詳細は３月22日か
ら区役所、スポーツセンターなどで配
布するチラシをご覧ください。
川崎市・富川市友好都市提携20周年
記念「川崎市民交流団」
　富川市庁舎・学校の訪問や市民と
の交流の他、ソウルを中心に世界遺
産などの観光、韓国文化体験、交流
コンサート鑑賞も。7月19日㈫～23
日㈯の4泊5日。18歳以上、15人。
約14万円。 4月5日9時半から
直接か電話で市国際交流協会（国際
交流センター内）☎435-7000、
435-7010。［先着順］

日本民家園の催し 東京交響楽団～川崎定期演奏会
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　さまざまな分野で頑張っている川崎の「星」たちを紹介します。
市民・こども局広報課☎200-2287、 200-3915

　宮崎県出身、川崎市在住。現在19歳。小・中学校でバレーボー
ル部、高校ではダンス部に所属し、大学進学と同時にビーチバレー
ボールを始めた。172cmの長身を生かした躍動的なプレーは必見。

『可能性は無限大』　坂さか口ぐち 佳か穗ほ 選手

　坂口選手と川崎の縁は深い。初めて観戦した川崎市長杯が
ビーチバレーボールを始めたきっかけだ。楽しそうにプレーす
る選手たちの姿は輝いて見えたという。
　現在、大学に通いながら、川崎マリエンで週5日のハードな
練習をこなしている。普段の生活について話を聞くと「川崎は
良い街ですね。映画や買い物でリフレッシュしています。」と顔
がほころぶ。コートから離れると、甘い物が大好きな普通の大
学生だ。
　昨年、公式戦デビューすると、テレビや雑誌でたちまち話題
に。しかし本人には人気者という意識はまったくない。6つの
大会に出場したが「勝ち数が少なく、悔しい１年だった」と、負
けず嫌いの一面をのぞかせる。
　「オリンピック出場は夢ですが、まずは大学在学中に結果を
出したい。今は国内大会で優勝することが目標です。」
　可能性は無限大の言葉を胸に、彼女の挑戦は続く。

Vol.8　マ
イナビ／

川崎ビーチ
スポーツク

ラブ

坂口 佳穗
選手

坂口選手からの
メッセージ→

セイコーゴールデングランプリ陸上2016川崎

アジア交流音楽祭・アジアンフェスタ
　４月23日㈯、24日㈰の２日間、川崎駅周辺で開催します。アジアを
満喫しに出掛けませんか。
◎アジア交流音楽祭…アジア各国の伝
統的な民俗音楽や、川崎を拠点とする
ミュージシャンなどによる無料のライブ
ステージを、7会場で開催。一部雨天中
止。詳細は問い合わせるか音楽祭ホーム
ページを覧ください。 市民・こども局
市民文化室☎200-3725、 200-3248。
◎アジアンフェスタ…タイ、ベトナム、韓国などアジア各国の食を中
心としたイベント。いさご通りの「かわしんふれあい広場」横と仲見世
通り（いずれも川崎駅東口徒歩3分）では「アジア屋台村」を開催します。
荒天中止。 経済労働局商業観光課☎200-2356、 200-3920。

　国内外最高峰のアスリート
が集う国際陸上競技大会が開

催されます。
日時　5月8日㈰9時～17時（予定）
場所　等々力陸上競技場
❶市民を招待　　人数　300人
❷大会当日サブイベント「50ｍ、100ｍを走ろう！」参加者募集＝写真
時間　10時～11時半　　人数　500人（50mは小学1～3年生、
100mは4～6年生）。※参加者には招待券2枚プレゼント

４月15日（消印有効）までに住所、氏名、年齢、電話番号、❶は
「市民招待」と人数（2人まで）❷は「サブイベント」と学校名・学年も記
入し往復ハガキで〒210-8577市民・こども局市民スポーツ室☎200-
3245、 200-3599。［抽選］


