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◦64種のさまざまな
　動物たちが暮らしています
◦なんと入園無料
◦ペットを連れての入園可
◦お花見スポットとしても人気

◦森林浴でストレス解消
◦バードウオッチングや
　カメラ散歩にもぴったり
◦広い芝生広場でピクニック
◦「かながわの景勝50選」に選出

◦今が旬！「かわさきそだち」の
　採れたてイチゴ
◦農園ごとにこだわりのイチゴを栽培
◦天候を気にせず楽しめます

　立春を過ぎ、暦の上ではもう春。遠出しなくても楽しめる、
市内の魅力的なお出かけスポットを紹介します。

住所　�幸区南加瀬1-2-1
交通　�新川崎駅徒歩15分、鹿島田駅徒歩20分
　　　�バス停「夢見ケ崎動物公園前」徒歩7分
時間　9時～16時(年中無休)�
☎588-4030、 588-4043

住所　�宮前区神木本町2-10-1
交通　�バス停「森林公園前」徒歩3分
時間　終日開放(年中無休)�
☎865-0801、 865-0164

住所　宮前区平6-8-15
交通　バス停「向丘中学校下」
　　　徒歩10分☎080-6532-5306（8時～18時）

小泉農園

住所　高津区坂戸2-5
交通　溝の口駅徒歩15分

☎090-4521-1515（10時半～17時）
武笠農園

住所　麻生区黒川203
交通　黒川駅徒歩7分

☎080-1984-9293（月曜10時～12時、13時半～18時、水曜15時半～18時）
元木農園

イチゴ狩りができる農園はこちら！

撮影協力：元木農園

　料金や予約方法などの詳細は各農園に問い合わせるか
ホームページ（武

む

笠
か さ

農園はフェイスブック）をご覧ください。
経済労働局農業振興課　☎860-2462　 860-2464

県立東高根森林公園

夢見ケ崎動物公園

イチゴ狩り

スタッフの中村さん

レッサーパンダの
ファファ

ボクたちに会いにきてね

3月には菜の花が
見頃になります

春を探しに
出かけよう！

イ
チ
ゴ
は

バラ科で花もカワイ
イ
♪



軽自動車などの届け出
　取得、譲渡、廃車などがあったと
きは、必要書類などを持参し、届け
出てください。
◎原動機付自転車(125cc以下）、小
型特殊自動車…届け出先･ 市税事
務所市民税課、市税分室管理担当。
◎二輪の軽自動車(125ccを超え
250cc以下）、二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)…届け出先･
川崎自動車検査登録事務所☎050-
5540-2036、 044-276-0204。
◎三輪･四輪の軽自動車…届け出先･
軽自動車検査協会神奈川事務所☎

050-3816-3118、 045-938-7834｡
　いずれも必要書類などは各所へお
問い合わせください。
自賠責保険(共済)への加入
　250cc以下のバイクにも自賠責保
険(共済)への加入が法律で義務付けら
れています。契約が切れている場合は
損害保険会社、代理店(バイク店、自
転車店など）、農協、郵便局、一部コ
ンビニでお申し込みください。 市税
事務所市民税課、市税分室管理担当。
高額介護合算療養費制度の
お知らせ
　国民健康保険と介護保険の両方に
自己負担額がある世帯が対象です。
27年8月～28年7月の自己負担額の
合計が限度額（所得･年齢により異な
る）を超えたとき、申請に基づき高額
介護合算療養費を支給します。支給
対象となる世帯には、申請のお知ら
せを送付しています。期間中の転居
などでお知らせできない場合があり
ます。詳細はお問い合わせください。
区役所保険年金課、支所区民セン

ター保険年金係。
国民年金保険料の2年前納制度
　4月から口座振替に加え、現金・ク
レジットカードによる2年前納が始まり
ます。毎月の納付に比べ、2年間で
15,000円程度の割引になります。2
年・1年・半年前納の申し込みは2月28
日までです。 区役所保険年金課、
支所区民センター保険年金係。
市立学校施設の市民利用・
夜間校庭開放の利用受け付け
◎市立学校施設の市民利用…市立小･
中･特別支援学校の校庭･体育館･特
別教室は、生涯学習やスポーツ・文化
活動の場として団体利用ができます。
各学校の学校施設開放運営委員会に
団体登録し申し込んでください。開放
施設･日程は各学校で異なります。
◎夜間校庭開放…右上表の学校の校

庭を4月1日～12月20日の夜間(原則
18時～21時）、開放します。 利用
希望月の前月第1土曜に下表の受付場
所･時間へ直接。その場で日程を調整。

　いずれも詳細は問い合わせるか
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-
3309、 200-3950。
地域子ども・子育て活動支援助成
モデル事業
　日常的・継続的に子どもの健全育
成に役立つ取り組みを行う団体など
に補助金を交付します。説明会あり。
❶2月23日㈭、高津区役所第3会議
室で。❷2月28日㈫、市役所第3庁
舎15階第1会議室で。いずれも10
時から（開場9時45分）。1団体1人ま
で。当日先着各30人。 3月17日
までに必要書類を直接こども未来局
青少年支援室☎200-2669､ 200-
3931。［選考］。※詳細は区役所、市
民館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。
建設・物流関連企業就職説明会
　対象…大学、高校などを29年と30
年に卒業予定の学生と既卒者。企業
約40社が参加。就活セミナー、企業
のひと言PRのコーナーも。3月15日
㈬13時～17時。川崎フロンティアビ
ル2階KCCIホールで（川崎駅東口徒
歩2分）。 経済労働局労働雇用部☎
200-2276､ 200-3598。
市職員採用説明会
　対象…29年度市職員(大学卒程度
など)採用試験の受験を考えている人。
市長講演、試験制度などの説明、職
種別相談会など。3月10日㈮、11日
㈯、13時10分～15時45分。産業振
興会館で。事前申込制。 3月1日
9時から市ホームページで人事委員会
任用課☎200-3343、 222-6449。
※案内は区役所などで配布中。詳細
は市ホームページをご覧ください。
猫の不妊・去勢手術補助金（第２期）
　対象…市内在住で責任を持って猫
を世話していて、28年4月～3月に協
力動物病院で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。※第１期（12月末まで）に
申請した人も可。各期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。 3月31日ま
でに申請書を直接、区役所衛生課。
[先着順]。※申請書は協力動物病院
で配布中。市ホームページからもダ
ウンロードできます。
地名資料室の休室
　3月21日㈫～22日㈬は蔵書整理な
どのため休室。 地名資料室☎812-
1102、 812-2079。
川崎図書館田島分館の休館
　3月8日㈬～10日㈮は館内特別図
書整理などのため休館。 川崎図書
館田島分館☎333-9120、 333-
9770。
巡回市民オンブズマンの開催
　市政への苦情を聴きます。3月10日
㈮、9時～12時、13時～16時。 高
津区役所で。 市民オンブズマン事
務局☎200-3691、 245-8281。

食べきり協力店になりませんか
　飲食店やスーパーなどが対象です。
食品の無駄を削減するため、ミニメ
ニューの提供など、利用者に食べきり
を推奨している店を募集します。認定
されると市ホームページで所在地や取
り組み内容が紹介されます。申請な
どの詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。 環境局減量推進課☎200-
2568、 200-3923。
市職員（身体に障害のある人）
　受験資格…昭和58年4月2日～平成
11年4月1日に生まれた人で、身体障
害者手帳の交付を受けている人。詳

細は選考案内をご覧ください。選考日
…4月9日㈰。 3月6日17時（受信
有効)までに電子申請か3月9日（消印
有効）までに簡易書留で〒210-8577
人事委員会任用課☎200-3343、
222-6449。[選考]。※選考案内･申
込書は区役所などで配布中。市ホー
ムページからもダウンロードできます。
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スポーツ・文化総合センターの
愛称
　10月1日にオープンする施設の愛
称を募集します。詳細は市ホームペー
ジをご覧ください。 3月1日～31
日に応募用紙を直接、郵送、FAX、
または愛称（3点まで）とその説明、職
業も記入しハガキで〒210-8577市民
文化局企画課☎200-3758、 200-
3707。[選考]。※応募用紙は区役所
などで配布中。

名称 提出・

行事における食品の調理等に
関する指導要領（案）の概要

3月10日(消印有効)までに〒210-
8577健康福祉局食品安全課
☎200-2452、 200-3927

「川崎市建築基準法関係取扱
基準集」及び「川崎市建築基準
条例の解説」の一部改正（案）

3月10日(消印有効)までに〒210-
8577まちづくり局建築管理課
☎200-3018、 200-3089

川崎市備蓄計画改定(案)
3月17日(消印有効)までに〒210-
8577総務企画局危機管理室
☎200-2795、 200-3972

塩浜3丁目周辺地区
土地利用計画（案）

3月23日 ( 消印有効 ) までに
〒210-8577臨海部国際戦略本
部拠点整備推進部☎200-3788、
200-3540

市民意見（パブリックコメント）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。

　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
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学校名 受付場所・時間
臨港中 教育文化会館

14時
塚越中 幸市民館

東
住
吉
小

グラウ
ンド

中原市民館
14時半

テニス
コート

14時
久本小 高津市民館
菅生中 宮前市民館
南生田中 多摩市民館
麻生小 麻生市民館

施設全体をイメージする愛称を

「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



等々力陸上競技場第2期整備への
意見
　整備の基本的な考え方への意見。
提出・ 3月31日（消印有効）までに必
要事項と意見を直接、郵送、FAX、
市ホームページで〒210-8577建設
緑政局等々力緑地再編整備室☎200-
2408、 200-3973。※資料は3月
1日から等々力陸上競技場、区役所、
市ホームページなどで公開。
全国健康福祉祭(ねんりんピック）
派遣選手
　9月9日㈯～12日㈫に秋田県で行わ
れる競技会の出場選手。対象…市内
在住で昭和33年4月1日以前に生まれ
た人(市スポーツ協会加盟競技団体に
所属している人は県内在住も可）。種
目…卓球、テニス、ソフトテニス、ソ
フトボール、弓道、健康マージャン、
パークゴルフ。選考会…4月以降に開
催。申し込み方法など詳細はお問い
合わせください。 健康福祉局高齢
者在宅サービス課☎200-2651、
200-3926。

リフォームセミナー＆住宅相談
◎セミナー…「性能向上リフォーム」を
テーマに開催します。無料住宅相談
も。3月11日㈯13時半～17時。高
津区役所で。30人。 2月27日か
ら電話、FAX、市ホームページで経
済労働局工業振興課☎200-2326、
200-3920。[先着順] 

◎無料住宅相談…住まいに関する相
談に乗ります。❶毎月第3火曜の午前、
各区役所で。❷毎月第2・4土曜の午
後、てくのかわさきで。 経済労働
局労働雇用部☎200-2242、 200-
3598。
地球市民講座
「子どもの貧困ってなんですか？」
　子どもの学習・生活の格差、食の格
差、貧困の連鎖について理解を深め
ます。講師･鈴木晶子氏(インクルー
ジョンネットかながわ代表理事)。3
月11日㈯14時～16時。国際交流
センターで。200人。 3月6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]
救命講習会
❶上級救命講習会…3月14日㈫9時
～18時。中原消防署で。
❷普通救命講習Ⅲ…3月20日㈷9時～
12時。宮前消防署で。
　各30人。 ❶は3月1日❷は3月
7日、いずれも9時から電話で市消防
防災指導公社☎366-2475､ 366-
0033。[先着順]
井田病院市民公開講座
「物忘れと生活習慣病」
　老化による物忘れと認知症との違
いについて説明します。3月14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。
環境セミナー
　水環境をテーマに、慶応義塾大学
名誉教授の岸由二氏から話を聞きま
す。3月24日㈮10時～12時。環境
総合研究所で。80人。 2月27
日9時から電話、FAX、メールで環境
総合研究所☎276-9001、 288-
3156、 30sojig@city.kawasaki.
jp [先着順]
アロマ教室
　アロマセラピーの話を聞き、アロ
マオイルでハンドマッサージをします。
オイルは持ち帰れます。3月22日㈬
13時半～15時。緑化センターで。
30人。1,000円。 3月8日（必着）
までに往復ハガキで〒214-0021多
摩区宿河原6-14-1市緑化センター☎
911-2177、 922-5599。[抽選]
国際交流センターで語学を学ぼう
❶春休み子ども語学教室…言葉だけ
でなく外国の文化も学べます。3月
28日㈫～30日㈭。英語A…9時50分
～10時50分。小学1年生。英語B…
11時～12時。小学2～4年生。韓国・
朝鮮語…13時～14時。5歳～小学5
年生（保護者の入室可）。各クラス全3
回、15人（学年は3月現在）、3,080円。
❷前期語学講座…4月から始まります。
スペイン語、中国語（中級を目指すク
ラス）、レベル別英語などが学べます。
日程など詳細は区役所、図書館など
で配布中のチラシか市国際交流協会
のホームページをご覧ください。
　いずれも国際交流センターで。
❶は3月9日❷は3月7日（いずれも

必着)までに希望クラスも記入し往
復ハガキで〒211-0033中原区木月
祗園町2-2市国際交流協会☎435-
7000、 435-7010。[抽選]
ボトルシップ工作教室

　指導者を目指
す人向けです。
4月15日～30年
3月17日の第3

土曜、13時～16時、全12回。川崎
マリエンで。原則全回参加できる15
人。1,500円。 3月27日(必着)ま
でに往復ハガキで〒210-0869川崎区
東扇島38-1川崎港振興協会☎287-
6009、 287-7922。[抽選]
聖マリアンナ医科大学公開講座
高齢者向け「筋力アップ教室」
　「元気な脚作り」を目指して筋力ト
レーニングを学びます。4～6月の第
2・4土曜､ 10時～12時､ 全6回。聖
マリアンナ医科大学で。65歳以上の
35人。3,900円。 3月18日(消印
有効)までに必要事項と性別･生年月
日を記入し往復ハガキで〒216-8511
聖マリアンナ医科大学スポーツ医学講
座☎977-8111､ 977-9327。[抽
選]。 教育委員会生涯学習推進課
☎200-3304､ 200-3950。

明治大学公開講座　　
リバティアカデミー春期
　4月から始まるさまざまなテーマの
生涯学習講座。明治大学生田キャ
ンパスで。内容や日程の詳細は区
役所、市民館などで配布中のパンフ
レットかリバティアカデミーのホーム
ページをご覧ください。 2月25
日10時半から電話かホームページで
明治大学リバティアカデミー事務局
☎03-3296-4423(平日10時半～19
時、土曜10時半～15時半）、 03-
3296-4542。［先着順］。 教育委員
会生涯学習推進課☎200-3304、
200-3950。

誰でもスポーツ広場
　障害者スポーツの体験イベント。誰
でも気軽に参加できます。2月25日㈯
10時～15時。富士通スタジアム川崎
で。雨天中止。 市障害者スポーツ
協会☎245-8041、 246-6943。
耳の日の集い　
　手話通訳士による講演、バンド
演奏やチアリーディングなど。耳の
不自由な人と交流します。要約筆
記、手話通訳あり。2月26日㈰13
時～16時。国際交流センターホー
ルで。 市中途失聴･難聴者協会
753-0596。健康福祉局障害福祉課
☎200-2676、 200-3932。
健康クイズラリー
　マルイファミリー溝口（武蔵溝ノ口駅
北口徒歩2分）の2階で応募用紙を受
け取り、建物内のポイントを歩きなが
ら健康に関するクイズに答えると景品
や参加賞がもらえます。3月4日㈯11
時から。景品・参加賞が無くなり次第
終了。詳細は市ホームページをご覧
ください。 健康福祉局健康増進課
☎200-2411、 200-3986。
民俗芸能発表会

　市内の獅子舞やお囃
は や し

子などの団体
が出演します。招待団体は愛川町の
三増獅子舞保存会。3月5日㈰10時

～16時（開場9時半）。多摩市民館ホー
ルで。 教育委員会文化財課☎200-
3305、 200-3756。
青少年フェスティバル
　ゲーム･工作コーナー、ダンスパ
フォーマンス、抽選会、模擬店、フ
リーマーケットなど。3月5日㈰10時
～15時半。とどろきアリーナ、等々
力緑地催し物広場で。※フリーマー
ケットなど野外での催しは雨天中止。
こども未来局青少年支援室☎200-

2669、 200-3931。
かわさき市民芸術祭「翔

はばたき

」
　市内で活動している各文化協会に
よる日舞、邦楽を中心とした多彩な
プログラム。3月5日㈰13時半～16
時半（開場13時）。教育文化会館ホー
ルで。当日先着850人。 川崎市総
合文化団体連絡会☎210-0078（月・
木曜10時～16時）、 210-0082。
市民文化局市民文化振興室☎200-
2280、 200-3248。
かわさきレストラン･ウイーク
　市内のよりすぐりのレストランが特
別メニューを提供。ちょっと豪華な食
事を手ごろな価格で楽しめます。3月
6日～20日。市内のレストラン21店
舗で。※実施店舗や予約方法などの
詳細は、かわさきレストラン･ウイーク
のホームページか2月28日から区役
所などで配布するリーフレットをご覧く
ださい。 経済労働局観光プロモー
ション推進課☎200-2308、 200-
3920。
川崎大空襲記録展
◎記録展～私たちのまちに「空襲」が
あった…写真、戦争遺品他の展示。
3月11日～5月7日、9時～17時。
◎オープニングイベント…戦争体験の
語り、子どもたちの平和についての
発表。3月11日㈯13時～15時。
　いずれも平和館で。 同館☎433-
0171、 433-0232。
プロボノチャレンジ報告会
　地域貢献活動に関心のある人を対
象に、プロボノの取り組みの成果を報
告します。3月11日㈯13時半～15時
半。にこぷら新地で（二子新地駅西口
徒歩3分）。事前申込制。 3月10
日までにFAXかホームページで、か
わさき市民しきん 872-9327。 
市民文化局協働・連携推進課☎200-
2167、 200-3800。
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プラチナファッションショー
　レッスンを積み重ねた65歳以上の公募モデルによるステージを
見に行きませんか？

3月4日㈯14時～16時
（開場13時半）。高津
市民館大ホールで。当
日先着600人。 市民
文化局市民文化振興室
☎200-2416、 200-
3248

「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



　「今後の目標は連覇だが、今回の
勝利をいったん忘れ、新たな気持ち
で優勝を目指したい」と鈴木主将。
　180㎝、90㎏の彼も目立たないほ
ど、大きな選手たちがぶつかり合うア
メリカンフットボール。その迫力はス
タジアムで見るとさらにすさまじい。特にホームスタジア
ムである『富士通スタジアム川崎』はフィールドと客席が近
く、選手の声も聞こえるほど。ルールが分からなくても「面
白かった」と思えるのがアメリカンフットボールの魅力。
　「4月から始まる2017年シーズン、チームのみんなが感
動を与えられる試合をしようと一生懸命なので、何かしら
感じてもらえると思います。ぜひ試合に来てください」

　昭和60年創部。ことし1月、アメリカンフットボール日本選手権「ライス
ボウル」で優勝し、日本一に輝いた。かわさきスポーツパートナーとして、
イベントへの参加や、小学校での体験教室なども行っている。
総務企画局シティプロモーション推進室☎200-2287、 200-3915

感動を与えられる試合を目指す

富士通フロンティアーズ
2014年シーズン
に続く2度目の日本
一をたたえて市ス
ポーツ特別賞が贈
られた

ⓒNANO Association

選手は社員として、仕事と
競技を両立している試合などのチーム情報は 富士通フロンティアーズ 検索

主将
鈴
すずき
木　將

しょういちろう
一郎選手

Of� ce Worker

Footballer

川崎が誇るアメリカンフットボールチャンピオン

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

　ストリートやライブハウスなどで活
躍するミュージシャンによるコンテス
ト。3月11日㈯15時～20時。サン
ピアンかわさきで。600人。2,000円
（当日券2,500円）。チケット販売中。

電話かメールでカワサキミュー
ジックキャスト☎272-6636（木曜を
除く10時～18時）、  info@k-m-c.
org ［先着順］。 市民文化局市民
文化振興室☎200-3725、 200-
3248。
青少年の家のイベント
◎青少年の家フェスタ…作品展示、
ステージ発表、模擬店など。3月12
日㈰10時～15時半。
◎親子パネルシアター…パネルシア
ターと風船芸など。3月24日㈮10時
～11時15分。1歳～就学前の子ど
もと保護者、50組100人。1組500
円。 2月25日9時から直接か電話で。
［先着順］
　いずれも青少年の家で。 同施
設☎888-3588、 857-6623。
身体障害者のためのおはなし会
　大型絵本や紙芝居によるお話会。
補聴器を補助する磁気ループ対応、
手話ボランティアによる通訳付き。3
月12日㈰10時半～12時。北部身体障
害者福祉会館で。身体障害のある20
人。 2月25日9時から直接、電

話、FAXで北部身体障害者福祉会館
☎811-6631、 811-6517。［先着順］
講演会
「みんなで伸ばそう！健康寿命」
　慶応義塾大学の医師などによる講
演。3月13日㈪13時半～15時半。ミュー
ザ川崎市民交流室で。100人。 2
月25日から申込書をFAXかメールで
臨海部国際戦略本部国際戦略推進
部☎200-3593、 200-3540、
59kokuse@city.kawasaki.jp ［先
着順］。※申込書は区役所、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。
早春の自然散策とよもぎ団子づくり
　はるひ野駅から黒川の里山を約
4.5㎞歩き、黒川青少年野外活動セ
ンターでよもぎ団子を作り、味わい
ます。3月17日㈮10時～13時。30
人。500円。荒天中止。 2月
27日9時から直接、電話、FAXで黒
川青少年野外活動センター☎986-
2511、 986-2522。［先着順］ 
多文化映画会「鶴追人」
　28年度日本映画大学卒業制作作
品の上映。佐藤忠男学長、監督な
どとの交流あり。3月18日㈯13時半
～15時半。国際交流センターで。中
学生以上、200人。510円（中学・高校
生無料）。 2月27日9時半から直
接、電話、FAX、メールで市国際交流
協会☎435-7000、 435-7010、  

kouza33@kian.or.jp ［先着順］
東京交響楽団～川崎定期演奏会
　飯森範親の指揮でレスピーギの
「ローマ三部作」を楽しみます。3月18
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7,000円、A席6,000円、B
席4,000円、C席3,000円。チケット
販売中。 電話かホームページで
東響チケットセンター☎520-1511（平
日10時～18時）。［先着順］。 市民文
化局市民文化振興室☎200-2030、
200-3248。
川崎郷土・市民劇「南武線誕生物語」
関連シンポジウム
　小川久光氏（川崎駅駅長）と三武孝
氏（市文化協会理事）が「90周年を迎
えた南武線」をテーマに講演。3月26
日㈰14時～16時。高津市民館で。
45人。 2月27日10時から電話
かFAXで川崎郷土・市民劇上演実行
委員会☎ 222-8878（平日10時～
17時）。［先着順］。 市文化財団☎
222-8821、 222-8817。
ぜん息児向けキャンプ
「あおぞらウェルネス」
　生活面におけるぜんそくの予防
対策や自己管理法などを学びます。
スポーツやレクリエーションも。全

2回。❶6月25日㈰…高津スポーツ
センターで❷7月26日㈬～28日㈮
の2泊3日（保護者は宿泊なし）…青
少年の家で。市内在住で、ぜんそ
くを治療中の小学4～6年生（4月現
在）と保護者、30組60人。かかり
つけ医による意見書作成料や現地
までの交通費は実費。 4月12
日（消印有効）までに申込書を直接
か郵送、市ホームページで〒210-
8577健康福祉局環境保健課☎
200-2435、 200-3937。［抽選］。
※チラシと申込書は区役所などで
配布中。
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2月28日（必着）までに、❶読んだ号❷氏名❸住所❹年齢❺良かった記事とその理由❻良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（1,000円券）を
５人に進呈（抽選）

ブラインドサッカー　クラブチーム選手権
　視覚に障害のある選手がプレー
するブラインドサッカーのトーナ
メントを無料で観戦できます。全
国のクラブチームだけでなく、海
外からパラリンピック4連覇中の
ブラジル代表チームも参加しま
す。体験会や展示も。
日時　3月25日㈯9時半～16時、26日㈰9時～16時。荒天中止
場所　富士通スタジアム川崎
日本ブラインドサッカー協会☎03-6908-8907（平日10時～19時）、
03-6908-8908。市民文化局オリンピック・パラリンピック推進

室☎200-0809、 200-3599

多様性は、あたたかさ。多様性は、可能性。

川崎は、1色ではありません。

あかるく。あざやかに。重なり合う。

明日は、何色の川崎と出会おう。

次の１００年へ向けて。

あたらしい川崎を生み出していこう。

（川崎市ブランドメッセージ）

©日本ブラインドサッカー協会

　川崎フロンターレ（サッカー）の中村
憲剛選手＝写真右＝と富士通フロン
ティアーズ（アメリカンフットボール）に、
スポーツ特別賞を贈呈しました。中
村選手は同チームで初のＪリーグ最優
秀選手賞（MVP）に選ばれました。
市民文化局市民文化振興室☎200-2029、 200-3248

市スポーツ特別賞を贈呈

カワサキストリート
ミュージックバトルⅦ・ファイナル


