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　こうした多くの人たちがいることで、安全かつ安定した価格・
数量の生鮮品を市民の皆さまに届けることができるのです。
　このことをぜひ知っていただきたいと思い、今回は市が運
営している卸売市場を特集しました。紙面を通じて、市場の
役割や食への関心を深めていただければ幸いです。
　今後も卸売市場の運営などを通じて、安定的かつ効率的
な生鮮品の供給や、食の安全・安心に取り組んでまいります。

　川崎の卸売市場には、全国各地の生産者から、毎日さま
ざまな生鮮品が届けられています。
　私も時折訪れますが、場内を回ると青果や魚、花など、た
くさんの品物が売られていることに驚くとともに、夏の野菜
や冬の魚といった、旬の品物を見て季節の変化を感じるなど、
市場の持つ多様な魅力を実感しています。
　市場では、真夜中から卸売業者や仲卸業者、関連事業者
や食品衛生監視員など多種多様な人たちが働いています。

川崎の食を支える卸売市場

川崎市長
福田 紀彦

特集

人口：149万269人（前年同月比13,833人増）　世帯数：70万4,423世帯
川崎市のデータ（平成28年11月1日現在）044-200-3939市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談は

サンキューコールかわさき 8時～21時（年中無休）
200-3900
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食を支える。
　「川崎の食」を支え、生産者と市民を結ぶ「卸

おろしうりしじょう

売市場」。
今回は年間取引額が５６９億円を超える「中央卸売市場北部市場」の
水産物部門に密着。
北部市場☎975-2211、 975-2242

▲ 日の出前。さまざまな品物であふれかえる場内 ▲ 刀のような包丁でマグロを一気にさばく仲卸業者

▲ 市場で働く人々。「真剣な仕事」と「絶えない笑顔」

卸業者は、せり落とした品物を買いやすい量・大きさにして、買出人（小
売業者、飲食店など）に販売する。どのような品物をどれだけ仕入れるか

は、仲卸業者の経験と勘、そして良いものを見定める「目利きのチカラ」で決まる。
価値ある品物を選択して提供することで、豊かな食生活を支えている。

売業者などに、卸売市場が大量多種の品物を集めて販売することで、
需要を反映した適正な価格が決まる。ある地域で不作・不漁の時でも、

卸売市場には全国から品物が集まるため、食の安定供給につながる。また、
多くの品物が取引されている北部市場では、食の安全を守るため食品衛生監
視員が日々 市場内を回り、衛生面のチェックを行っている。
　こうして今日も、多くのプロフェッショナルが川崎の食を支え・守り、「食の礎」
を築いている。――早朝の市場はどこよりも熱い。

市 仲

❶市場直送！新鮮おたのしみBOX（4,000円相当）
5人（提供：川崎幸市場）❷図書カード（1,000円券）5人 
　 1２月３１日（必着）までに、①読んだ号（「12月1
日号」と記入）②氏名③住所④電話番号⑤年齢⑥よ
かった記事とその理由⑦よくなかった記事とその
理由⑧希望するプレゼントの番号を記入し、ハガキ、
FAX、市ホームページで〒210-8577総務企画局
シティプロモーション推進室 200-3915［抽選］

※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきま
す。個人情報は発送する業者に提供することがあります

Present

❶	中央卸売市場北部市場
 青果、水産物、花き、加工食品を扱い
 川崎の流通の中心的役割を果たす
 宮前区水沢1-1-1　☎975-2211　 975-2242
◆関連・朝市（主催：関連組合） 毎週土曜日開催　７時半～１０時半

❷	地方卸売市場南部市場（愛称：川
かわさき

崎幸
さいわいいちば

市 場 ）
  「地域密着型のコンパクト市場」をコンセプトに
 市民に親しまれる市場を目指す
 幸区南幸町3-126-1　☎223-7140　 223-7142 
◆いちばいち毎月第２土曜日開催　６時～１１時頃

Information 卸売市場では、一般の人でも
利用できるイベントなどを開催

プレゼントが当たる
読者アンケート

小

取

引
の
流

れ

▲ 深夜から始まる搬入は
　 この時間にピークを迎える

▲マグロは冷気が立ち込める
　低温のせり場へ

▲ せりを仕切るのは３０年以上
　「魚一筋」、熟練のせり人

▲ 買い付けた魚は鮮度が落ちない
　ように素早くさばかれる

▲ 仲卸の目利きを信頼して
　 遠方から買いに来る買出人

▲ 
多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
う
幸
市
場
の
イ
ベ
ン
ト

6: 305: 002: 00 8: 005: 40

▲ マグロなど水産物は、首都圏有数の取扱量を誇る

市市 場の朝は早い。いや、市場は真夜中から動いている。日付が変わって
間もないころ、多種多様な魚たちが続 と々市場の門をくぐる。北部市場

は、１日に１００トン以上の水産物が全国から集まってくる首都圏でも有数の流通
の拠点である。

売業者は、生産者から届けられた水産物などの品物を、仲卸業者などに
販売する。品物は、季節や気候によって値段が大きく変わる。その適正

な価格を決めるため、卸売業者と仲卸業者、売買参加者が集まり行われるのが、
「せり取引」だ。朝５時半すぎから行われるせりでは、熟練のせり人による独特
の掛け声と買い手の手やり（価格を指で示す）によって、スピーディーに取引さ
れる。市場での取引は人と人。そのスタイルは昔から変わらない。

卸
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「かわさき市政だより」２１日号は、新聞折り込みで配布の他、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

　市内の施設の業務については各施設にお問い合わせください。
施設の電話番号は市ホームページをご覧ください。サンキュー
コールかわさきでもご案内しています。
サンキューコールかわさき☎ 200-3939、 200-3900

年末は12月28日まで
年始は1月4日から

※住んでいる地域により収集曜日・品目が異なりますので、確認して出してください
資源物…空き缶、ペットボトル、空きびん、使用済み乾電池、ミックスペーパー、プラスチック製容器包装

　次の相談は年末年始の休み期間が異
なります。実施日は区によって異なりま
すので、必ずお問い合わせください。
区役所地域振興課。サンキューコール

かわさき☎200-3939、 200-3900

相談名称 12月／
最終日

1月／
開始日

弁護士相談 22日 6日
弁護士相談（予約制） 22日 10日
司法書士相談 21日 6日
司法書士相談
（クレジット・サラ金
相談含む予約制）

22日 17日

行政サービスコーナー、ふれあいネットなど

法律等相談資源物とごみの収集

行政サービスコーナー
　年末は12月28日㈬19時まで、年始は1月4日㈬
7時半から。

　年末は12月28日㈬まで、年始は1月4日㈬から。宮
前地区会館は1月5日㈭から。

行政サービス端末・コンビニ交付

　予約申し込み・変更・取り消しは、システム点検など
のため、12月29日㈭0時から1月4日㈬7時まで利用
できません。※予約の変更・取り消し期限は、施設に
よって異なりますので、ご注意ください

ふれあいネット

年末は12月28日㈬まで、年始は1月4日㈬から。※収集はいずれも月2回、粗大ごみは申込制
申し込みは収集日の3日前（土･日曜、12月31日～1月3日を除いて計算）まで
粗大ごみ受付センター☎930-5300、 930-5310（聴覚に障害のある人専用）

受付時間は月～土曜、8時～16時45分（年末の受け付けは12月30日㈮まで、年始は1月4日㈬から）

小物金属・粗大ごみ

＊は全て返還墓所

墓所タイプ 使用料 年間管理料 募集数
早野聖地公園
壁面型墓所 140万3,000円 7,200円 186カ所

早野聖地公園
集合個別型墓所 71万7,000円 4,100円 10カ所＊

早野聖地公園
一般墓所 66万円（４㎡） 2,800円 10カ所＊

緑ケ丘霊園
一般墓所

100万円（４㎡） 2,800円 10カ所＊
150万円（６㎡） 4,200円 10カ所＊

市営墓地の利用者募集
　早野聖地公園（麻生区）と緑ケ丘霊園（高津区）の利用者を募集し
ます。
　壁面型墓所と集合個別型墓所は、あらかじめ墓石が設置され
たタイプ。壁面型墓所には、墓誌・花立て・線香立てなどを自分で
設置できます。一般墓所は、墓石・墓碑・囲い・納骨設備などが設
置されていない更地の状態です。
　墓所は市が利用を許可するもので、販売するものではありません。
※申し込みは1人1区画に限ります。墓石の規格、申し込み資格
など詳細は募集のしおりをご覧ください

12月26日（消印有効）までに申込書を郵送で〒213-0033高
津区下作延1241霊園事務所。［抽選］。 霊園事務所☎811-
0013、 819-4882。早野聖地公園☎987-7855、 322-0807

募集のしおり（申込書）
　11月29日から区役所、支所、出張所、行政サービスコーナー、
道路公園センター、建設緑政局庶務課、霊園事務所、早野聖地
公園などで配布中。
当選者の決定
　１月31日㈫10時から総合福祉センター（エポックなかはら）で公
開抽選。

従事年数／60年
75歳　麻生区在勤

バネ製造
従事年数／54年
71歳　幸区在住

製缶板金技能

資源物と普通ごみの収集日
12月 31日㈯まで 1月1日㈷～3日㈫ 1月4日㈬から

収集曜日に通常通り収集 収集はありません 収集曜日に通常通り収集

市内最高峰の匠
たくみ

「かわさきマイスター」に5人
　市は、極めて優れた技術 ･技能を保持する、ものづくりの達人を「か
わさきマイスター」に認定しています。28年度は5人が認定されました。
認定者の経歴などは市ホームページをご覧ください。
経済労働局労働雇用部☎ 200-2242、 200-3598

　年末年始の収集日は、次のとおりです。 環境局減量推進課☎200-2580、 200-3923

高
たかはし

橋 信
の ぶ み

美さん 秦
はた

 義
よしみつ

光さん

従事年数／50年
69歳　川崎区在勤

ケーブル接続技術
宮
みやなが

永 典
のり

隆
たか
さん

従事年数／51年
72歳　高津区在住

写真師
鈴
す ず き

木 克
かつ

明
あき
さん

従事年数／42年
68歳　川崎区在住

プラント設備仕上
井
いい

　武
たけ

敏
とし
さん

市役所などの業務は
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納期のお知らせ
　固定資産税･都市計画税第3期分
の納期限は1月4日です。金融機関
やコンビニなどでお納めください。
市税事務所資産税課、市税分室

資産税担当。
市税事務所･分室の納税窓口を
臨時開設
　市税の納税窓口を臨時に開きま
す。納税相談も受け付けます。12
月17日㈯、18日㈰、9時～16時半。
場所･ 市税事務所納税課、市税分
室納税担当。
ひとり親家庭などへの助成、
貸し付け
◎医療費助成…対象：市内在住のひ
とり親家庭（母子・父子・養育者家庭）。
子どもが18歳になった日以降の最
初の3月31日まで(中程度以上の障
害がある子どもや高校等在学中の子
どもは20歳未満)。助成には所得制
限があります。 必要書類を直接、
区役所保険年金課、支所区民セン
ター保険年金係。 こども未来局こ
ども家庭課☎200-2695、 200-
3638。
◎子どもの進学に伴う修学資金など
の貸し付け…対象：市内在住の母子･
父子家庭、寡婦。審査があり、返済
が必要です。 直接、区役所児
童家庭課、地区健康福祉ステーショ
ン地域支援・児童家庭担当。
　※詳細はお問い合わせください。
民生委員児童委員の一斉改選
　12月1日に全国で改選を行い、市
では1,514人が就任しました。詳
細はお問い合わせください。 区
役所地域ケア推進担当、地区健康

福祉ステーション高齢・障害担当。
水銀使用製品の分別排出に協力を
◎蛍光管…厚紙などに包むか購入
時の箱などに入れ、「蛍光管」と表記。
生ごみなどとは別にして普通ごみに。
◎水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度
計など…厚紙などに包み「水銀体温
計」などと表記。30㎝未満は小物金
属（無料）、30㎝以上は粗大ごみ（有
料）に。
　 環境局減量推進課☎200-2580、
200-3923。
冬休み期間中
小学生の市バス乗車料金が50円に
　12月23日～1月9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。
イルミネーションバスの運行
　12月上旬から25日までの期間、
車内をクリスマスイルミネーション
で装飾した、「かわさきノルフィン」
と「ハローキティ」のコラボラッピ
ングバスを運行します。詳細はお
問い合わせください。 交通局管
理課 ☎200-3238、 200-3946。
多摩図書館の休館
　12月17日㈯は害虫駆除業務のた
め臨時休館します。 多摩図書館☎
935-3400、 935-3399。

市民自主学級･
市民自主企画事業の企画案
　地域や暮らしの課題解決に向けた
講座･イベントの企画。資格…市内で
活動しているグループか、市内在住･
在勤･在学いずれかの個人。1月中に

教育文化会館や市民館･分館で説明
会を開催します。日程や応募の詳細
は12月15日から各館で配布する募集
案内か市ホームページをご覧くださ
い。 教育委員会生涯学習推進課☎
200-3304、 200-3950。
介護保険認定調査非常勤嘱託員
　介護保険認定申請者への訪問調査
(原則自転車を利用)、調査票作成事
務などをします。対象…次のいずれ
かの要件を満たす人❶介護支援専門
員の資格取得者❷保健師･看護師･社
会福祉士･介護福祉士いずれかの資
格で実務経験が1年以上ある人。人
数…20人程度。任期・勤務日…4月
1日～30年3月31日（更新あり）。週4
日。詳細は問い合わせるか、区役所
などで配布中の募集案内をご覧くだ
さい。 12月24日(消印有効)まで
に必要書類を郵送で〒210-8577健
康福祉局介護保険課☎200-2455、
200-3926。[選考]。※募集案内

は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・人数…2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
員児童委員、ケアマネジャー、ホー
ムヘルパーなどを除く)。若干名。詳
細は各あんしんセンターで配布中の
申込書をご覧ください。 12月28
日(必着)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]
スクールソーシャルワーカー
　課題を抱えた児童・生徒に対し、問
題解決への対応を図ります。対象・人
数…社会福祉士などの資格保有者
か、同等の能力がある人。若干名。
任期・勤務日…4月1日～30年3月31日
（更新あり）。週4日。詳細は募集要
項をご覧ください。 １月10日（必
着）までに必要書類を郵送で〒210-

8577教育委員会教育改革推進担当
☎200-2465、 200-2853。[選考]。
※募集要項は12月１日から区役所な
どで配布。市ホームページからもダ
ウンロードできます。

普通救命講習Ⅲ
　1月12日㈭9時～12時。中原消防
署で。30人。 12月19日9時から
電話で市消防防災指導公社☎366-
2475､ 366-0033。[先着順]
ミニ市民健康講座
「高齢者の口

こうくう

腔トラブル予防」
　医師の講義と実技。1月14日㈯
13時半～15時。多摩病院で。20
人。 12月26日（消印有効）まで
に直接、往復ハガキ、電話で〒214-
8525多摩病院医療相談センター☎
933-8111(直接と電話は平日9時～
16時)､ 933-8246。[抽選]
地名講座
　地名から多摩川両岸の地形や土
地の利用のされ方などを読み解きま
す。座学…1月14日㈯13時半～
16時。中原図書館で。100人。探訪
…❶1月28日㈯。二子玉川駅～岡本静
嘉堂文庫など～喜多見駅。❷2月4日
㈯。宿河原駅～旧多摩川流路跡など
～武蔵溝ノ口駅。いずれも13時半～
16時。各日40人。800円。※座学の
みの参加可。探訪のみは不可。
12月19日（消印有効）までに往復ハガ
キ（座学のみ、探訪❶か❷も記入）で
〒213-0001高津区溝口1-6-10日本地
名研究所☎812-1106、 812-1191。
[抽選]。 市民文化局市民文化振興
室☎200-2029、 200-3248。
マンション管理基礎セミナー
　マンション管理費の滞納問題につ
いて弁護士から学びます。2月5日
㈰13時半～16時。総合福祉センター
（エポックなかはら）で。150人。
12月15日9時から電話で市まち

づくり公社ハウジングサロン☎822-
9380、 819-4320。[先着順]

　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お 知 ら せ

※文字が消せるボールペンは使わないでください

● 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

市民意見（パブリックコメント）募集
名称 提出・

❶市立井田病院の駐車場の
　有料化等について（案）

11月28日～12月27日（消印有効）に
〒 210-8577 病院局経営企画室☎ 200-
3854、 200-3838

❷第2期川崎市ウェルフェア
　イノベーション推進計画（案）

12月1日～1月10日（必着）に〒 210-
8577 経済労働局次世代産業推進室☎
200-2339、 200-3920

　各締め切りまでに必要事項も一緒に直接、郵送、FAX、市ホームページで提
出してください。※いずれも書式自由。資料は各提出先、区役所、市ホームペー
ジなどで公開中（❶は11月28日から公開）。

所得申告に伴う社会保険料控除
　下表の保険料は「社会保険料控除」の対象です。１～12月に支払っ
た保険料を、同じ年の所得を申告するときに「社会保険料控除」として
申告すると、所得税と市民税・県民税の負担が軽減されます。

❶年金事務所、ねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-004(3 月 15日ま
で。050から始まる電話からは☎03-6630-2525）。❷❹こくほ・こうきコー
ルセンター☎982-0783。❸区役所保険年金課、支所区民センター保険収
納係

名称 保険料の確認方法

❶国民年金保険料 日本年金機構から送付された「社会保険料控除証明書」
(申告の際に添付が必要）

❷後期高齢者
　医療保険料 １月下旬に市から送付する「年間納付済額のお知らせ」

❸介護保険料

納付書や口座振替で納付した人…１月下旬に市から送付
する「年間納付済額のお知らせ」

年金からの差し引きで納付した人…年金保険者から送付
される「公的年金等の源泉徴収票」など

❹国民健康保険料 11月に市から送付した「納付済額のお知らせ」
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ミューザ川崎シンフォニーホール

ミューザ・ジルベスターコンサート
　ベートーベンとヨハン・シュトラウス
がミューザで出会う大みそか。楽聖・
ベートーベンの第九や、皇帝円舞曲を
井上道義の指揮で。12月31日㈯15
時開演。ソプラノ：小林沙羅、バリトン・
司会・構成：大山大輔、管弦楽：MUZA
ジルベスター管弦楽団。S席7,000
円、A席6,000円、B席5,000円、C
席4,000円。 直接、電話、ホームペー
ジで同ホール。

☎520-0200（10：00～18：00）、
520-0103

川崎駅西口徒歩3分 

市民ミュージアム
☎754-4500、 754-4533
武蔵小杉駅からバス
「市民ミュージアム前」下車すぐ
原則月曜と祝日の翌日休館

かわさき市美術展 作品展
　市民や市内で活動している人を対象
とした公募の美術展です。平面、彫刻・
立体造形、工芸、書、写真、中高生の各
部門で入賞・入選
した作品を展示。
12月23日 ～1月
14日（最終日は15
時まで）。
前回最優秀賞(市長賞)「はなのいろは…」福田典子

かわさき宙
そら
と緑の科学館

☎922-4731、 934-8659
12月のプラネタリウム
　一般向け投影「北極の空、南極の
空」。土・日曜と祝日10時半～子ども
向け投影「ほうき星とたいようけいた
んけん」。15日㈭13時半～星空ゆう
ゆう散歩「古代エジプトの星空」。21
日㈬、10時半～、11時半～ベビー
＆キッズアワー。第2・4日曜16時15
分～フュージョン投影「宇宙の姿を求
める旅」。いずれも一般400円、65
歳以上と高校・大学生200円。

日本民家園
☎922-2181、 934-8652
民家園で福招き！～お正月をあそぶ
　新年を祝うさまざまな催しを開催。
獅子舞の他、正月遊び、正月飾りの
展示やお正月限定のカフェも営業。1
月4日㈬9時半～16時半（入園は16時
まで）。要入園料（着物での来園者は無
料）。※開催
時間は催し物
ごとに異なり
ます。雨天一
部縮小。

向ケ丘遊園駅南口徒歩12～17分／原則月曜と祝日の翌日
（藤子・F・不二雄ミュージアムは火曜）休館

岡本太郎美術館
☎900-9898、 900-9966

藤子・F・不二雄ミュージアム
登戸駅から直行バスあり 完全予約制
☎0570-055-245（9:30～18:00）

クリスマスフェア2016 開催中！
　ことしも期間限定のカフェメニュー
やグッズが、たくさん登場しています。
この時期だけの装
いのドラえもんや、
Ｆキャラクターたち
が皆さんを迎えま
す。毎年恒例の巨
大ツリーも！12月
25日まで。

生田緑地内の
博物館

「つくることは生きること」
トークイベント
　 東日本

大震災の
ときに関
東で被災
した、宮
城県出身

の出品作家に、当時の状況とその後
の作品制作について聞きます。12月
18日㈰14時～15時半。要観覧料。

©Fujiko-Pro 広報テレビ番組「LOVE かわさき」

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

　子どもの放課後学習をサポートす
る先生を養成します。1月18日～2
月15日の水曜、10時～11時半（2
月8日は午後）、全5回。教育文化会
館で。全回参加できる40人。
12月20日(必着)までにハガキ、電
話、FAX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]
依存症からの回復
　アルコール・薬物依存症の人の家
族をサポートする講座と相談会。1月
25日、2月22日、3月22日の水曜、
14時～16時、全3回。北部リハビリ
テーションセンターで。依存症と思
われる人の家族かパートナー、10人。

1月13日までに電話かFAXで百
合丘障害者センター☎281-6621、
966-0282。[抽選]
市民公開講座
「地域猫活動セミナー」
　飼い主のいない猫を地域で適切
に管理する方法などを学びます。2
月4日㈯14時～17時。麻生区役所
で。100人。 1月4日から電話、
FAX、メールで健康福祉局生活衛生
課☎200-2447、 200-3927、

40seiei@city.kawasaki.jp [先着順]
ひとり親家庭等日常生活支援事業
子育てサポーター養成研修
　ひとり親家庭の子育ての手伝いを
するサポーターを養成します。2月16
日～24日の木･金曜、9時半～16時
半、全4回。母子･父子福祉センター
で。全回参加できる20歳以上、30人。

12月15日～1月25日に直接か電
話で母子･父子福祉センター☎733-
1166、 733-8934。［先着順］

順]

全国高等学校対抗
ボウリング選手権大会
　全国の予選を勝ち抜いた約100
チームが出場する大会を観戦できま
す。12月24日㈯9時～18時50分、
25日㈰9時～15時。川崎グランドボ
ウルで(川崎駅東口からバス「教育文
化会館前」下車徒歩5分)。 市民文
化局市民スポーツ室☎200-3245、
200-3599。
冬休み映画上映会
　「ペンギンズfromマダガスカル ザ・
ムービー」を上映します。12月26日
㈪13時～14時40分（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。
成人の日を祝うつどい
　1月9日㈷。とどろきアリーナで。
対象…市内在住で平成8(1996)年

4月2日～9(1997)年4月1日に生ま
れた人。午前の部(10時半～12時)
…川崎･幸･中原･高津区。午後の部
(13時半～15時)…宮前･多摩･麻生
区。対象者には12月上旬に案内状を
送ります。 こども未来局青少年支
援室☎200-2669、 200-3931。
子どもの音楽の祭典
　公募により
結成された「ヤ
ングかわさき
ジョイフルバ
ンド」の演奏と
市内小･中学
生による音楽発表。1月15日㈰13
時開演(開場12時半予定)。ミューザ
川崎シンフォニーホールで。当日会
場へ直接。 教育委員会指導課☎
200-3737、 200-2853。

　里親制度の説明と、現役里親の養
育体験の発表会。1月22日㈰10時
～12時。こども家庭センターで。市
内在住の50人。保育あり（1歳～就
学前、先着10人、要予約）。
12月15日から電話かFAX（保育の有
無も記入）で、こども未来局こども
保健福祉課☎200-2929、 200-
3638。[先着順]
大相撲川崎場所
　4月13日㈭8時～15時。とどろき
アリーナで。4,000円～14,000円。

12月15日10時から電話で☎
0570-007-677（平 日10時 ～17時、
土曜10時～12時）。大相撲川崎場所
のホームページからも申し込めます。
[先着順]。 市民文化局市民スポー
ツ室☎200-3245、 200-3599。

アプリで市民生活をサポート！ かわさきアプリ 検索

ARTS for HOPE

総務企画局シティプロモーション推
進室☎200-3605、 200-3915

多摩川リバーサイド駅伝in川崎

12月23日から募集パンフレットに付いている専用振込用紙で参加料を
振り込むか、ランネットのホームページで。[先着順 ]。※対象は心肺機能に
疾患がなく、万全の体調で参加できる人。募集パンフレットは12月15日
から区役所、市民館、スポーツセンターなどで配布。当日の参加は受け
付けません。 多摩川リバーサイド駅伝イン川崎エントリーセンター☎03-
3714-7924。市民文化局市民スポーツ室☎200-3245、 200-3599

　参加者を募集します。一本のたすきに思いを
つなげて、気持ちの良い川沿いのコースを走り
ませんか。

日時…3月19日㈰7時半～14時半（雨天決行）
場所…古市場陸上競技場、
　　　多摩川河川敷マラソンコース
部門…❶ショート：4区間計10ｋｍ
　　　❷キッズ・ファミリー：4区間計6ｋｍ
　　　❸ロング：5区間計21ｋｍ

かわさきスポーツパートナー

川崎ブレイブサンダース（男子バスケ）
Ｂリーグ（とどろきアリーナ）
　12月23日㈷18時半～、24日㈯15
時～…アルバルク東京戦。 前売りは
コンビニなどで販売。

市民文化局市民スポーツ室☎200-
2257、 200-3599

ＭＣは敦士！！川崎の魅力を発信中
　12月10日㈯9時～9時15分放送
のLOVEかわさきは「かわさきのBリー
グが熱い！人気選手集合！」と題して、
川崎ブレイブサンダースをリポートし
ます。

＊ファンクラブ会員募集中！
　会員になると1試合分のチケットや
会場で選手のカードがもらえるなど
特典満載。詳しくは川崎ブレイブサン
ダースのホームページで。

土曜9：00～9：15
tvk（地デジ3ch）

過去動画はYouTubeで配信中！

「寺子屋先生」養成講座

知っていますか？里親制度のこと


