
診療科目 医療機関 電話番号 受付時間

内   科
小児科

川崎休日急患診療所（川崎駅徒歩15分） ☎ 211-6555

9 時～11時半、13時～16時
幸休日急患診療所（川崎駅からバス「御幸小学校前」下車） ☎ 555-0885
中原休日急患診療所（武蔵小杉駅徒歩５分、中原区役所敷地内） ☎ 722-7870
高津休日急患診療所（高津駅徒歩10分） ☎ 811-9300
宮前休日急患診療所（鷺沼駅からバス「宮前休日診療所」下車） ☎ 853-2133
多摩休日夜間急患診療所（向ケ丘遊園駅徒歩５分、多摩区役所内）★ ☎ 933-1120
麻生休日急患診療所（新百合ケ丘駅徒歩３分、麻生区役所敷地内） ☎ 966-2133

小児科
北部小児急病センター（向ケ丘遊園駅徒歩５分、多摩区役所内 ･多摩休日夜間急患診療所内） ☎ 933-1120 18 時半～翌朝 5時半
中部小児急病センター（武蔵小杉駅徒歩４分、日本医科大学武蔵小杉病院内） ☎ 733-5181 18 時半～23時
南部小児急病センター（川崎駅徒歩15分、川崎病院内）※ ☎ 233-5521

24時間
（来院前に電話で連絡。診察は重症患者
優先）

救急外来
（市立病院）

川崎病院（川崎駅徒歩15分） ☎ 233-5521
井田病院（日吉駅徒歩15分） ☎ 766-2188
多摩病院（登戸駅徒歩3分） ☎ 933-8111

歯科
歯科医師会館診療所（川崎駅徒歩7分） ☎ 233-4494

9 時～11時半、13時～16時中原歯科保健センター（武蔵小杉駅徒歩7分） ☎ 733-1248
百合丘歯科保健センター（百合ケ丘駅徒歩4分） ☎ 966-2261

専門的な治療が必要な場合、別の医療機関を紹介することがあります
※南部小児急病センターについては、1月4日の8時半から11時まで川崎病院小児科での受診となります

★のみ、毎日夜間診療あり
内　科：18時半～ 22時半
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　24時間365日、症状に合わせて、最寄りの受診可能な医療機関（歯科を除く）を案
内します。タクシーや民間救急事業者の案内も可能です（タクシーなどの利用は有料）。

年末年始12月30日㈮～1月4日㈬に受診できる休日急患診療所など

※医療相談は行っていません

オペレーター案内 ☎222-1919 音声自動応答案内 ☎222-3399
かわさきのお医者さん 検索
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川崎市 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
☎044-200-2111（代表）
総務企画局シティプロモーション推進室
☎044-200-2287、 044-200-3915
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インターネットで
医療機関を探すなら

救急医療情報センター

人口：149万1,012人（前年同月比13,920人増）　世帯数：70万4,628世帯
川崎市のデータ（平成28年12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

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、
かかりつけ薬剤師・薬局
を持ちましょう



武蔵溝ノ口駅周辺の散乱防止及び
路上喫煙防止の重点区域を拡大
　1月10日から武蔵溝ノ口駅周辺の
散乱防止と路上喫煙防止の重点区
域を拡大します。 散乱防止=環境局
減量推進課☎200-2580、 200-
3923。路上喫煙防止＝市民文化局
地域安全推進課☎200-2284、
200-3869。

住宅用火災警報器の維持管理
　一般的な住宅用火災警報器の電池
の寿命は10年が目安です。作動確認
を行い、不作動の場合は電池や本体の
交換をしましょう。 消防局予防課
☎ 223-2705、 223-2795。
呼吸器の健康相談
　専門医師による相談。肺年齢の測
定も。1月12日㈭13時半～14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。 12月26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］
NPO法人設立認証手続き出張相談
　NPO法人についての制度、設立認
証に必要な事務手続きなどの相談に
乗ります（申請・届け出書類の受理はで

きません）。1月18日㈬…高津市民館
CCかわさき交流コーナー。3月13日㈪
…多摩区役所1階ロビー。いずれも14
時～16時。 市民文化局市民活動
推進課☎200-2341、 200-3800。
保育のお仕事就職説明会
　市内で保育の仕事を探している人
が対象。資格の有無は問いません。
市内に保育園などを開設する事業者
と面談できます。履歴書不要。1月
21日㈯13時～16時半（受け付け12
時半～16時）。高津区役所5階会議
室で。入退場自由。 こども未来局
事業調整・待機児童対策担当☎200-
3705､ 200-3933。
ヨネッティー堤根の休館
　1月28日～2月5日は工事･点検の
ため休館します。 ヨネッティー堤根
☎555-5491、 555-5884。
巡回市民オンブズマンの開催
　市政への苦情を聴きます。１月13日
㈮、9時～12時､13時～16時。幸区
役所で。 市民オンブズマン事務局
☎200-3691､ 245-8281。

多摩川リバーサイド駅伝in川崎の
ボランティア
　会場整備、大会運営補助、給水な
ど。前日…3月18日㈯9時～12時、
10人。当日…19日㈰7時～16時、
120人。いずれも15歳以上(中学生
は不可)。古市場陸上競技場、多摩
川河川敷マラソンコースで。スタッフ
ウエア、帽子、弁当を支給。雨天決行。

1月5日から大会ホームページ、
または登録用紙をFAXで市民文化
局市民スポーツ室☎200-3245、
200-3599。[先着順]。※登録

用紙は区役所、市民館などで配布中。

　自宅で子どもを有料で預かるヘル
パー。対象･人数…市内在住の20歳
以上で､研修(全2回)に参加できる人。
ふれあい子育てサポートセンター4カ
所で各10人。

　 1月5日9時から電話で各セン
ター。［先着順］。 こども未来局企
画課☎200-2848､ 200-3190。
「てづくり市」出店者
　手工芸品などの出店者を募集。2
月19日㈰10時～15時。市民プラザ
屋内広場で。35店舗(業者は不可)。
高校生以下は保護者と参加。出店料
2,000円。 1月20日(必着)まで
に当日の参加人数、車の有無（1団体
１台まで）、主な販売品目(食品は不
可)も記入し、往復ハガキで〒213-
0014高津区新作1-19-1市民プラザ
☎888-3131、 888-3138。[抽選]
青少年フェスティバル
出店者とボランティアスタッフ
❶フリーマーケット出店者…3月5日㈰
10時～15時半。等々力緑地催し物
広場で。18歳以上、45店舗(業者は
不可)。出店料1,000円。雨天中止。
❷スタッフ…前日準備と当日の企画
ブース運営を行うボランティア。3月
4日㈯、5日㈰、8時半～17時（1日の
みの参加も可）。とどろきアリーナで。
中学1年生～おおむね25歳、100人。
雨天決行。

　 1月20日(消印有効)までにメー
ルアドレス（ある場合）と❶は主な販売
品目(食品は不可)❷は「スタッフ希望」
も記入しハガキ、FAX、市ホームペー
ジで〒210-8577こども未来局青少
年支援室 ☎200-2669、 200-
3931。[抽選]
選]川崎市都市ブランド推進事業
　都市イメージの向上、川崎への愛
着や誇りにつながる事業・イベントな
どを募集します。テーマ部門（かわさ
きパラムーブメントに関連した事業・イ
ベント）と自由部門。対象…4月1日～
30年3月上旬に、個人･事業者･団体
などが新たに行う（既存事業の場合は
新たな展開を伴う）事業。支援内容…
事業の直接経費の2分の1（限度額50
万円）を助成。事業の広報支援など。

1月27日までに申請書と必要書
類を直接、総務企画局シティプロモー
ション推進室☎200-2473、 200-
3915。[選考]。※募集案内･申請書は
区役所、市民館などで配布中。市ホー
ムページからもダウンロードできます。

市地球温暖化防止活動推進員
　地域で地球温暖化対策の普及など
の活動を行うボランティア。資格…
18歳以上で環境活動などの経験や
知識があり、市内で活動できる人。
任期…4月1日～31年3月31日。
2月15日（必着）までに応募用紙を

直接、郵送、FAX、メールで〒210-
8577環境局地球環境推進室☎200-
3871、 200-3921、 30tisui@city.
kawasaki.jp [選考] 。※詳細は区
役所などで配布中の募集要項（応募
用紙）をご覧ください。

センター名
(住んでいる区)

１回目の
研修日時

あいいく(川崎・幸)
☎222-7555

1月27日㈮
9時半～13時

タック(中原)
☎948-8915

1月26日㈭
13時20分～17時

たまご(高津・宮前)
☎811-5761

1月30日㈪
13時15分～17時

宙
そら

(多摩・麻生)
☎944-8866

1月24日㈫
9時半～13時

１回目の研修会場は各センターへお問
い合わせください。2回目の研修は全
員、2月2日㈭9時20分～17時に中原
区役所で行います

　国土交通省は羽田空港の飛行
経路の見直しなどによる機能強
化の取り組みを広く知らせるた
め、説明会を開催します。当日
は自由に参加し、説明を受けら
れます。日時…1月28日㈯11時～
16時。場所…殿町小学校体育館。
※詳細は国土交通省ホームページ
「羽田空港のこれから」か市ホーム
ページをご覧ください

まちづくり局交通政策室　☎200-2717、 200-3970

申し込み…29年10月～30年1月分利用希望者は29年1月4日～13日
に申し込み。1月16日に抽選会を行います。以降は利用月1年前の月
の1日（4・7・10月は翌週月曜）に行われる抽選会で１カ月分を受け付け

　10月にオープンする同セン
ターの利用予約が始まります。約
2,000席のホールです。演奏会、
講演会など幅広い活動にご利用く
ださい。

川崎駅東口徒歩15分（旧市体育館跡）

※体育館の利用予約は4月から受け付け開始。詳細は川崎市スポーツ・
文化総合センターのホームページをご覧ください

　30年3月31日で教育文化会館大ホールを閉鎖します。大ホール抽選
会は29年3月1日開催分（30年3月分）まで行います。抽選後に空きがあ
れば利用日の2週間前まで利用予約を受け付けます。
教育文化会館☎233-6361、 244-2347

市民文化局企画課☎200-3758、 200-3707

　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

02 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版
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川崎市スポーツ・文化総合センター
ホールの利用予約がスタート

羽田空港機能強化に関する
オープンハウス（説明会）の開催

教育文化会館大ホール閉鎖による利用予約の終了

ふれあい子育てヘルパー

今年の選定事業「こすぎの大学」

「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



名称 提出・

川崎市消費者行政推進計画（案）
の策定

1月10日(必着)までに
〒210-8577消費者行政センター
☎200-2262、 244-6099

第5次川崎市子どもの権利に関
する行動計画（案）

1月12日(必着)までに〒210-8577
こども未来局青少年支援室☎200-
2344、 200-3931

川崎市上下水道ビジョン（案）
の策定

1月12日（消印有効）までに〒210-
8577上下水道局経営企画課
☎200-3182、 200-3982

川崎市契約規則の一部改正に
ついて

1月20日(消印有効)までに
〒210-8577財政局契約課
☎ 200-2090、 200-9901

川崎市競争入札参加者選定規
程の一部改正について
川崎市共同企業体取扱要綱の
一部改正について

かわさき市民公益活動助成金
スタートアップ助成の申請
　❶❷❸の条件を満たす市民活動団
体に最大10万円の事業費を助成しま
す。❶市内で公益的な活動をしてい
る❷中心メンバーに市内在住･在勤･
在学者のいずれかを含む❸3人以上
で構成される発足後3年未満の団体。
詳細は募集要項(申請書)をご覧くださ
い。 1月11日～2月28日 (必着。
直接は17時まで)に、申請書と必要書
類を直接か郵送で〒211-0004中原
区新丸子東3-1100-12かわさき市民
活動センター☎430-5566、 430-
5577。[選考]。※申請書は区役所、
市民館などで配布中。かわさき市民
活動センターのホームページからもダ
ウンロードできます。

かしこい消費者連続講座～将来に
備えよう お金にまつわる生活設計  

　1月19日㈭…資産形成とその注意
点などについて。28日㈯…確定拠出
年金・確定給付年金について。2月2日
㈭…医療保険・介護保険などについ
て。いずれも10時～11時50分。てく
のかわさきで。各日60人。 12月
26日8時から各開催日の2日前までに
電話で、サンキューコールかわさき☎
200-3939、 200-3900。[先着順]。
※保育(2歳～就学前、各日先着3人）
希望者は電話で申し込み。手話通訳･
要約筆記希望者は、その旨と必要事
項、FAX番号、希望日(複数可)を記入
しFAXで申し込み（電話も可）。いずれ
も期限は各開催日の2週間前まで。
在宅ワーカー活用セミナー
　企業が対象です。在宅ワークの導
入方法や活用方法などについて事
例紹介を交えて説明します。1月20
日㈮15時～16時半。産業振興会館
で。40人。 12月26日10時から電
話、FAX、ホームページでキャリア・
マム☎042-389-0220、 042-389-
0230。[先着順]。 経済労働局労働
雇用部☎200-2276、 200-3598。

　日本語に不慣れな外国人に的確
に情報を伝えるための「やさしい日本
語」を実践的に学びます。1月21日、
28日の土曜、12時半～14時半、全2
回。国際交流センターで。全回参加
できる30人。 12月26日9時
半から電話、FAX、メールで市国
際交流協会☎ 435-7000、 435-
7010、 kiankawasaki@kian.or.jp 
[先着順]
潜在保育士等支援研修
　資格があり未就業の人、養成校卒
業見込み者、資格取得予定者が対
象。実践的な内容の研修で、保育現
場への就業につなげます。1月23日
～3月14日、全18回を予定(１回の
みの参加も可)。総合福祉センター
(エポックなかはら)他で。60人。詳
細は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。
12月26日から電話、FAX、メール

で、こども未来局事業調整・待機児
童対策担当☎200-3705、 200-
3933、 45taiki@city.kawasaki.jp 
[先着順]
順]地名塾「地名入門講座」
　地名の持つ意味や面白さを学び
ます。１月24日～2月21日の火曜、
13時半～15時半、全5回。てくのか
わさきで。18歳以上、50人。1,500
円。 １月9日(必着)までに全員（2
人まで）の必要事項を記入し往復ハガ
キで〒213-0001高津区溝口1-6-10
地名資料室☎812-1102、 812-
2079。[抽選]
人権学校
「らい予防法廃止から20年を経て」
　石山春平氏（全国退所者原告団連
絡会副会長）の話を聞きます。1月
24日㈫18時半～20時(開場18時)。
国際交流センターレセプションルー
ムで。当日先着100人。手話通訳･
要約筆記あり(1月16日までにFAXで
要申し込み）。 市民文化局人権
･男女共同参画室☎200-2316、
200-3914。

　がん治療に関する情報の探し方、最
新の治療情報を説明します。1月25日
㈬14時～15時（開場13時半）。井田病
院2階会議室で。当日先着50人。
井田病院地域医療部☎766-2188、
788-0231。
上級救命講習会
　１月27日㈮９時～18時。高津消防
署で。30人。 1月10日9時から
電話で市消防防災指導公社☎366-
2475､ 366-0033。[先着順]
応急手当普及員再講習会
　1月28日㈯9時～12時。川崎消防
署で。応急手当普及員の資格がある
30人。3,672円。 1月12日9時から
直接か電話で消防局救急課☎223-
2627、 223-2619。[先着順]
子どもの「働く」を考える
家族セミナー
　1月28日㈯13時半～16時半。産業
振興会館で。自立や就職に悩みを抱
える未就労の子ども(15～39歳)の家
族、30人程度。 12月26日11時
から電話で、コネクションズかわさき
☎850-2517(水･日曜と祝日を除く11
時～18時)、 811-1850。［先着順］
聴覚障害者福祉講座
　小・中学生に聴覚障害への理解を深
めてもらうための授業について考えま
す。1月29日㈰13時半～16時半（受
け付け13時15分まで）。国際交流セ
ンターレセプションルームで。手話通
訳・要約筆記あり。 聴覚障害者情報
文化センター☎798-8800、 798-

8804。※詳細は区役所などで配布中
のチラシか聴覚障害者情報文化セン
ターのホームページをご覧ください。
雇用主、採用・人材育成担当者
向けセミナー
　有能な若手人材の育成や職場定着
のノウハウに関するセミナー。1月26
日㈭14時～16時半。てくのかわさき
で。30人。 12月26日9時から電
話で市就業支援室予約専用ダイヤ
ル 0120-95-3087。[先 着 順]。
経済労働局労働雇用部☎200-

2276、 200-3598。
入門手話講習会（夜間）
　2月2日～3月9日の木曜、18時半
～20時半、全6回。南部身体障害
者福祉会館で。40人。 １月20日
（必着）までに直接、往復ハガキ、電
話、FAXで〒210-0834川崎区大島
1-8-6南部身体障害者福祉会館☎
244-3971、 244-3885。[抽選]
市民公開講座
「認知症になってもいきいきと」
　認知症に携わるさまざまな人がど
のように対応し、連携していくべきか
を考えます。2月4日㈯13時～16時。
高津市民館で。600人。 12月
26日9時から人数（10人まで）と職業も
記入しFAXかメールで日本医科大学
街ぐるみ認知症相談センター☎733-
2007、 733-6688、 soudan@
nms.ac.jp ［先着順］。 健康福祉局
地域包括ケア推進室☎200-2470、
200-3926。

市民意見（パブリックコメント）募集

市職員募集

　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。

　試験日…1月22日（日）
選考区分 年齢・資格 募集人数 締め切り
埋蔵文化財
学芸員

（任期付き）

昭和35年4月2日以降生まれで学
芸員資格を有する人 若干名 1月11日

（消印有効）

申込書を簡易書留で〒210-8577教育委員会庶務課 ☎200-3261、
200-3950。［選考］。※詳細は、区役所、市民館などで配布中の受験案内（申込書）
か市ホームページをご覧ください

選考区分 資格 募集人数 締め切り

総括学校司書
（非常勤）

司書、司書補または司書教諭の資
格を有するか3月31日までに取得
見込みの人

若干名
1月16日～
27日

（消印有効）
期間中に申込書と作文を直接か簡易書留で〒210-8577教育委員会指

導課☎ 200-3243、 200-2853。［選考］。※詳細は1月5日から図書館など
で配布する選考案内（申込書）か市立図書館のホームページをご覧ください

選考区分 資格 募集人数 締め切り
保育士

（非常勤）
保育士資格を有するか3月31日ま
でに取得見込みの人

若干名 1月10日
（必着）用務員

（非常勤）
人格、見識に優れ、心身ともに健
康な人

必要書類を直接か郵送で〒210-8577こども未来局運営管理課☎200-
2684、 200-3933。［選考］。※詳細は保育園などで配布中の募集案内か市ホー
ムページをご覧ください
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試験日…1月29日（日）
選考区分 年齢・資格 募集人数 締め切り

助産師・看護師

昭和32年4月2日以降生まれで4
月1日付の採用に応じられ、採用
日までに必要な免許を有するか
取得見込みの人

合計で
年間

100人程度
1月16日
（消印有効）

履歴書に顔写真(カラー )を貼り付け、上部余白に選考区分を朱書きし、
直接か簡易書留で〒210-8577病院局庶務課☎200-3846、 200-3838。
［選考］。※選考案内は、区役所、市民館などで配布中。市ホームページから
もダウンロードできます

「やさしい日本語」研修会 井田病院市民公開講座

「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



　リオデジャネイロパラリンピックで活躍した
水泳の成田真由美選手=写真左=に市民特別賞、
ウィルチェアーラグビーの山口貴久選手=写真
右=にスポーツ特別賞を贈呈しました。
市民文化局市民文化振興室☎200-2029、

200-3248

市民特別賞・スポーツ特別賞を贈呈

　川崎での開催が8回目となる第
71回毎日映画コンクール表彰式
が、2月15日㈬に行われます。オー
プニングセレモニーは観覧自由で
す。14時～14時半（予定）。ミュー
ザ川崎光のブリッジで。
❶表彰式市民招待…15時半～17時半（予定）。ミューザ川崎シンフォニー
ホールで。市内在住の25組50人。
❷市民ボランティア募集…オープニングセレモニーの会場警備（補助）。12
時～15時半。ミューザ川崎で。市内在住の18歳以上（高校生不可）、30人。
１月25日（消印有効）までに❶か❷の名称も記入し往復ハガキで〒210-

8577市民文化局市民文化振興室☎200-2416、 200-3248。［抽選］

毎日映画コンクール

日本映画大賞を当てよう！
　大賞候補の中から大賞を当てると抽選でプレゼントがもらえます。

１月16日（消印有効）までにチラシに付いているハガキかホーム
ページで「映像のまち・かわさき」推進フォーラム☎223-6550、 223-
6551。※チラシは市の施設や市内映画館などで配布中

年末年始の広報特別番組

福田市長出演のLOVEかわさき新春特別番組
　福田紀彦市長=写真中央=と番組MCの敦
士=写真右=が「川崎市ブランドメッセージ」を
テーマに楽しいトークを繰り広げます。
1月1日㈷10時半～11時。ｔｖｋ（テレビ神奈川）地デジ3ｃｈで
総務企画局シティプロモーション推進室☎200-3605、 200-3915

市議会新春対談
　石田康博議長=写真中央=と菅原進副議長
=写真右=が28年を振り返っての感想や新年
の抱負などを語ります。
1月3日㈫10時～10時15分。tｖｋ（テレビ神奈川）地デジ3ｃｈで
議会局広報・報道担当☎200-3364、 200-3953

ラジオ日本…12月31日㈯17時20分～17時35分「レインボースタジオ」
かわさきFM…1月1日㈷9時～9時半「セレクトかわさき」
FMヨコハマ…1月1日㈷20時半～21時「Kawasaki Colors」
総務企画局シティプロモーション推進室☎200-3605、 200-3915

テレビ番組

ラジオ番組

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

川崎いのちの電話
電話相談員養成公開講座
　精神医学の基礎などを学びます。
相談員を目指す人だけでなく、誰で
も参加できます。2月4日～3月11日
の土曜、13時半～15時半、全6回（1
回のみの受講も可）。総合自治会館他
で。60人。6,000円（1回のみは1,500
円）。 1月31日（消印有効）まで
に区役所や市民館などで配布中の申
込書を郵送かFAX、ホームページで
〒211-8690中原郵便局私書箱17号
川崎いのちの電話☎722-7121、
722-7122。［抽選］。 健康福祉局
精神保健課☎200-3608、 200-
3932。
成年後見制度研修～親族向け
　親族の後見人として活動している
人、活動を検討中の人向けの基本的
な内容です。2月4日㈯13時半～16
時半。総合福祉センター（エポックな
かはら）で。市内在住・在勤の40人。

1月27日（必着）までに区役所や
福祉パルなどで配布中の申込書を郵
送かFAX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。［抽選］
すくらむ21の講座
❶働く女性の妊娠・出産～見つめよ
う、考えよう！私のからだ…妊娠・出
産の基礎知識、女性特有の病気、出
産のタイミングなどについて。2月5
日㈰10時～12時。市内在住・在勤の
女性、20人。
❷ジェンダーを意識した子どもとの関
わり方…保育・教育場面での「ジェン
ダー（社会的・文化的性差）」について。
2月16日㈭15時～17時。30人。
　いずれも、すくらむ21で。保育あ
り（1歳～就学前、各日先着10人、

350円、要予約）。 ❶は12月26
日❷は1月10日いずれも9時から直
接、電話、FAX、ホームページで、
すくらむ21☎813-0808、 813-
0864。［先着順］

初日の出は川崎マリエンで
　1月1日㈷6時～7時半（受け付け5
時）。川崎マリエン10階展望室で。当
日先着300人。荒天中止。 川崎
港振興協会☎287-6009、 287-
7922。※岸壁で見ることはできません。
まゆ玉飾り～小正月モノヅクリ
　豊作を願う小正月飾りの製作実演
と、作物に見立てた団子を作って枝
に飾り付ける体験。1月8日㈰、10
時～11時半（実演）、10時半～11時
半（体験）、11時45分～12時（解説）。
日本民家園で。要入園料。 日本民
家園☎922-2181、 934-8652。
かわさきマイスターに学ぶ
「革張り椅子製作教室」
　出井明氏（椅子製造業）の指導で高
級木材を使用したスツールを作りま
す。1月14日㈯10時～13時。てくの
かわさきで。15人。7,800円。
1月6日17時までに電話、FAX、ホー
ムページで、てくのかわさき☎812-
1090、 812-1117。［抽選］
動物たちに年賀状を

　夢見ケ崎動物公園の動物たちに年
賀状を送りませんか。1月8日までに
届いたものは、動物公園事務所前に
1月15日～22日の間、展示します。

〒212-0055幸区南加瀬1-2-1

ア」。1月25日～2月1日。開演時間
は日程により異なりますので、お問い
合わせください。ラゾーナ川崎プラザ
ソルで。小学生以上、各回140人。
市民3,800円、25歳以下2,500円（い
ずれも要証明書）、一般4,000円。チ
ケット販売中。 直接か電話でラ
ゾーナ川崎プラザソル☎874-8501、
520-9151。［先着順］。 市民文

化局市民文化振興室☎200-2280、
200-3248。
特製･黒川みそ仕込み
　国産の大豆を煮るところから体験し
ます。2月18日㈯、19日㈰、10時
～15時。黒川青少年野外活動セン
ターで。3歳以上、各日40人（中学
生以下は保護者と参加）。16歳以上
2,500円（みそ2㎏の代金を含む）、小・
中学生1,000円、3歳～就学前500
円。 1月16日9時から直接か電
話で黒川青少年野外活動センター☎
986-2511、 986-2522。［先着順］
こども黄緑クラブ
「冬越しの昆虫観察会」
　2月26日㈰10時～12時。黒川谷
ツ公園で（はるひ野駅徒歩1分）。小・
中学生と保護者、20組40人。雨天
時は屋内。 2月6日（必着）まで
に保護者氏名も記入し往復ハガキで
〒211-0052中原区等々力3-12市公
園緑地協会☎711-6631、 722-
8410。［抽選］
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12月31日（必着）までに、❶読んだ号❷氏名❸住所❹年齢❺よかった記事とその理由❻よくなかった記事とその
理由を記入し、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
※当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。個人情報は業務を委託する業者にのみ提供します

読者アンケート 図書カードを５人に進呈（抽選）
（1,000円券）

夢見ケ崎動物公園☎588-4030、
588-4043。※ハガキ裏面には個人
情報を記載しないでください。
子ども科学実験教室
「鏡がみせる景色」
　鏡の性質を利用した簡単な工作。
1月21日㈯10時～11時半。かわさき
宙
そら

と緑の科学館で。小学1～2年生、
20人（保護者同伴）。100円。
1月5日（必着）までに直接（17時まで。
ハガキ持参）、子どもの学年と保護者
氏名も記入し往復ハガキ、ホームペー
ジで〒214-0032多摩区枡形7-1-2か
わさき宙と緑の科学館☎922-4731、
934-8659。［抽選］
和光大学レクチャーコンサート
ジャズの楽しみ方講座
　ジャズの歴史や楽しみ方、楽器の
特性などを学びます。１月23日㈪18
時半～20時半。和光大学ポプリホー
ル鶴川で（鶴川駅北口徒歩3分）。中
学生以上､ 50人。1,000円。 1
月16日（必着）までに「市政だよりを見
た」も記入しハガキ、FAX、メールで
〒195-8585和光大学大学開放フォー
ラム☎988-1433、 988-1594、
 open@wako.ac.jp  ［抽 選］。

教育委員会生涯学習推進課☎200-
3304、 200-3950。
ラゾーナ川崎プラザソル
開館10周年記念公演「ハムレット」
　気鋭の演出家・西沢栄治と若手実
力派俳優たちの斬新な「シェイクスピ

昨年の受賞者（毎日新聞社提供）


