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人口：150万2,599人（前年同月比14,427人増）　世帯数：71万5,629世帯
川崎市のデータ（平成29年8月1日現在）

大小さまざまな船が1日平均約60隻入港する川崎港。
輸出入を合わせた年間の貿易額は、なんと約3兆円。
私たちの暮らしと世界を結ぶ、「スゴイ」港なんです。
港湾局誘致振興課　☎ 200-3072　 200-3981

川
崎港

首都圏4,000万人の食を支える

自動車の輸出台数が
　　　　  　全国第5位

コンテナ取扱量が
　　　  　5 年で3倍

※

に 第44回川崎みなと祭り

日本最大級の
冷凍冷蔵倉庫群
　川崎港の冷凍冷蔵設備能力は約100万ト
ン。船便だけではなく、羽田空港で扱う空輸
便も受け入れ。高速道路へのアクセスもよく、
陸・海・空の重要な物流拠点になっています。

　ステージショーや
飲食ブースの出店な
ど楽しいイベントが盛
りだくさん。

日時：１０月7日㈯、8日㈰
　　 １０時～１６時
場所：川崎マリエン周辺、
　　 東扇島東公園年間約４４万台が米国やアラブ首長国連邦、

シンガポールなど世界各地へ
主に家具や食品、自動車部品などを扱い、年
間の取扱量は10万TEU（1TEU＝20フィートコ
ンテナ1個分）を超える　　 ※公共埠頭の取扱量

▼マイナス20度以下の冷凍倉庫には、
国内外から集められた冷凍食品がずらり

▲冷凍冷蔵倉庫が集中する東扇島地区では、11,000人もの人が
働き、膨大な量の物流を支えている

▼24時間フル稼働で荷物を仕分ける

川崎港では冷凍
食品をはじめ、
野菜や魚など、
暮らしに身近な
食品も多く扱う

撮影協力：ニチレイロジグループ

川崎港一帯

川崎港のココがスゴイ！

ココも注目！ 今、伸びてます！

港に行こう！
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名称 提出・問い合わせ

川崎市臨海部防災対策計画（案）
9 月 1 日（消印有効）までに
〒 210-8577 総務企画局危機
管 理 室 ☎ 200-2842 200-
3972

川崎港コンテナターミナルの指
定管理者制度の拡充（案）

9 月 20 日（消印有効）までに
〒 210-8577 港湾局経営企画
課☎ 200-3047 200-3981

介護保険制度の改正
　8月の利用分から高額介護（予防）
サービス費の「一般区分」の月額上限
額が37,200円から44,400円に引き
上げられます。「現役並み所得者世帯」
に該当せず、１割負担となる被保険者
のみの世帯は、3年間の時限措置とし
て、年間上限額（446,400円）が設定
されます。 区役所高齢・障害課介護
認定給付係、地区健康福祉ステーショ
ン介護認定給付担当。
聴覚障害者災害訓練

　避難場所の確認、安否確認メール
の送受信、グループディスカッション
などを行います。 9月17日㈰、10
時～12時半（川崎・幸・高津・中原区）、
13時半～16時（宮前・多摩・麻生区）
聴覚障害者情報文化センター☎798-
8800 798-8804。※会場などの
詳細は区役所、市民館などで配布中
のチラシか同センター HPをご覧くだ
さい。
南武線連続立体交差化
PRオープンハウスを開設

　パネルによる事業説明やジオラマ
の展示、踏切停止ボタンの展示、体
験など。❶ 8月30日㈬、31日㈭

中原区役所505会議室。❷ 9月
1日㈮、2日㈯ 幸市民館市民ギャラ
リー。いずれも9時半～17時 建設
緑政局道路整備課☎200-3499
200-7703。
市長選挙・市議会議員（川崎区）補欠
選挙の立候補予定者事前説明会

　上記選挙に立候補を考えている人
か代理人（立候補予定者1人につき2
人程度）が対象。本人か代理人の印
鑑持参。市長選挙…9月14日㈭。市
議会議員補欠選挙…9月28日㈭。い
ずれも14時から 市役所第4庁舎4
階第4･5会議室 選挙管理委員会選
挙課☎200-3425 200-3951。
調停相談会

　民事･家事調停委員が、消費者金
融･土地建物・交通事故・家庭内の問
題などの相談に乗ります。 9月10
日㈰10時～15時半 総合福祉セン
ター (エポックなかはら) 市民文化
局市民活動推進課☎200-2349
200-3800。
不妊症・不育症の相談

　不妊治療を受けようか迷っている
人、検査･治療方法を知りたい人、治
療との付き合い方に悩む人などのた
めに専門の医師や看護師が相談に乗
ります。 毎月1回土曜、9時半～
11時半。予約制1回30分程度 ナー

シングセンター。予約･ 随時、電話
で市看護協会☎711-3995(平日9時
半～17時） 711-5103。
歯っぴーファミリー健診

　10月から市内登録歯科医院で妊
婦とパートナーを対象に、歯科健診、
健康づくりに関する指導、歯のクリー
ニングを行います。9月から予約開
始。詳細は市HPをご覧ください。
サンキューコールかわさき☎200-
3939 200-3900。
生活支援等サービスの情報を
インターネットから

　市内で提供されている生活支援な
どのサービス情報をウェブサイトに
掲載しています。市HP「川崎市生活
支援等サービスの情報公表につい
て」をご覧ください。 介護予防・日
常生活支援総合事業コールセンター
☎0570-040-114 200-3926。
屋外広告物適正化キャンペーン

　屋外に広告物を設置する場合は原
則として許可が必要です。9月1日～
10日に屋外広告物のルールの普及
啓発や路上違反広告物の除去などを
実施します。 建設緑政局路政課☎
200-2814 200-3978。
市役所本庁舎駐車場の利用再開

　本庁舎解体工事に伴い閉鎖してい
た駐車場の利用を、9月1日から再開
します。市役所（周辺の民間ビル内の
部署も含む）に用件のある人は、1時
間まで無料で利用できます。 総務
企画局庁舎管理課☎200-2081
200-3749。
図書館の休館

　館内特別図書整理などのため休館。
◎幸図書館日吉分館☎587-1491
587-1494…9月6日㈬～8日㈮。
◎高津図書館橘分館☎788-1531
788-5263…９月13日㈬～15日㈮。
　 各図書館。
巡回市民オンブズマンの開催

　市政への苦情を聴きます。予約優先
（前日までに電話で）。 9月8日㈮、
9時～12時、13時～16時 高津区
役所 市民オンブズマン事務局☎
200-3691 245-8281。

市民防災農地
　災害発生時に市民の一時避難場所･
復旧活動などに利用する農地の登録。
対象…市内の生産緑地地区の農地か、
地区外のおおむね500㎡以上の農地。
使用時には農作物の損失補償などが
あります。詳細はお問い合わせくださ
い。 9月1日～29日に登録申出書を
直接、JAセレサ川崎各統括支店 都

市農業振興センター☎860-2461
860-2464。※登録申出書は9月1日
から各統括支店で配布。
かわさき市民祭り
フリーマーケット出店者

　家庭内の不要品に限ります。業者
の出店、手作り品や飲食物は不可。
※車での来場、会場周辺での車から
の荷降ろしはできません。 11月3
日㈷10時～15時半。小雨決行 富
士見公園 80組 出店料1,000円

9月1日～22日(消印有効)に出店
内容も記入しハガキか市HPで〒210-
8577環 境 局 減 量 推 進 課 ☎200-
2580 200-3923。[抽選]
マレーシアの中学・高校生を
受け入れる家庭

　11月17日㈮～18日㈯（1泊2日）に、
マレーシアの中学・高校生2人に、一
部屋と食事を提供し、交流を行う家
庭。説明会（9月15日㈮、13時半か
ら国際交流センターで）あり。募集数
…10世帯程度。 10月13日まで
に直接か電話で市国際交流協会☎
435-7000 435-7010。[選考]

井田病院市民公開講座
「ぜん息との上手な付き合い方」
　 9月12日㈫14時～15時（開場13
時半） 井田病院2階会議室 当日
先着80人 井田病院地域医療部☎
766-2188 788-0231。
介護予防講演会

　中高年に適した運動を、健康運動
指導士から学びます。 9月13日㈬
13時半～15時半 市医師会館（中原
区小杉町3-26-7） 100人 8月
25日9時から直接、電話、FAXで、
かわさき健康づくりセンター☎333-
3741（9時～17時） 333-3769。[先
着順]
マリエンテニス教室

　ラケットを持ったことのない人にも、
指導員が丁寧に教えます。 9月14

日～11月9日の木曜（10月5日を除く）、
18時半～20時、全8回。雨天予備日
あり 川崎マリエンテニスコート 15
歳以上の初心者・初級者～中級者、20
人（中学生は保護者の送迎が必要）
8,000円。レンタルラケットあり（１回１本
200円） 9月5日（必着）までにテニ
ス経験とレンタルの有無も記入しハガ
キ、FAX、メールで〒210-0869川崎
区東扇島38-1川崎港振興協会☎287-
6009 287-7922 jigyou.kakari@
kawasakiport.or.jp [抽選]

発達障がい応援キャラバン
　発達障害についての知識などを学
びます。 9月14日、10月19日、11
月9日、12月7日、30年1月11日、2
月15日、3月1日の木曜、10時～12
時か14時～16時 中原市民館他
各100～300人 8月25日10時か
ら申込書を直接かFAXで市発達相談
支 援 センター ☎223-3304 200-
0206。［先着順］。※詳細は区役所、
市民館などで配布中の申込書、市HP
をご覧ください。
ひきこもり市民講演会「ひきこもり
の理解とパーソナリティ障害」

　講師･林直樹氏(精神科医)。 9月
21日㈭14時半～16時半 産業振興
会館 80人 8月28日9時半から
電話かFAXで精神保健福祉センター
☎200-3246 200-3974。[先着順]
初心者なぎなた教室

　礼の仕方、道具の構造や取り扱い
方、なぎなたの作法など基本動作を
学びます。 9月26日～10月31日の
火曜、19時～20時半、全6回 とど
ろきアリーナ 小学3年生以上、15人

（小学生は保護者と参加） 3,000円

シティプロモーション担当ツイッター 公式チャンネル 市公式アプリ＠kawasaki_pr

● 催し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。● 時間は24時間表記

◉市政だよりの見方
お 知 ら せ

川崎市チャンネル 検索 かわさきアプリ 検索

講座･催しなどへの参加申し込み
● 次の必要事項を記入してください

● 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

①講座名・催し名（日時・コース名） ②郵便番号・住所 ③氏名・ふりがな ④年齢　
⑤電話番号 ⑥特別に指定がある場合はその内容　

=日時　
=場所　
=対象・定員　
=費用

=申し込み　
=問い合わせ　

直接=直接来所　
HP=ホームページ

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HP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HPなどで公開中。
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9月14日(必着)までに全員（4人ま
で）の必要事項を記入し往復ハガキか
FAXで〒211-0051中原区宮内4-1-2
市スポーツ協会☎739-8844 739-
8848。[抽選]
シニア向けパソコン教室

　パソコンの基礎､ メールやインター
ネットなどの使用方法を学びます。パ
ソコン持ち込み可。入門コース…❶

9月27日～12月13日の水曜 て
くのかわさき。❷ 9月28日～12月
14日の木曜 日吉いこいの家。初
級コース… 9月29日～12月15日
の金曜 てくのかわさき。いずれも
10時～12時､ 全12回 市内在住か
在勤の40歳以上､ 各20人程度 各
6,000円 9月5日(必着)までに希
望コース・場所､ パソコン貸し出しの
有無､ パソコン歴も記入し往復ハガ
キで〒210-8577健康福祉局高齢者
在宅サービス課☎200-2620 200-
3926。[抽選]
アロマ教室

　さまざまな植物の効能や暮らしに
取り入れるアイデアを学び、エアーフ
レッシュナーを作ります。 9月27日
㈬13時半～15時 緑化センター
30人 1,000円 9月13日（必着）
までに直接（ハガキ持参）か往復ハガキ
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]
大学図書館活用講座

　パソコンで図書の検索システムを
操作します。図書館の見学も。 ９
月30日㈯10時～12時 和光大学梅
根図書・情報館 高校生以上の市図
書館貸出カード所有者、15人。
8月25日10時から直接か電話で麻生
図 書 館 ☎951-1305 952-2748。
[先着順]
専修大学エクステンションセンター
公開講座「歴史を紐

ひも

とく」
　古代から今日に至る「東国」の地の
形成過程や特色について学びます。
詳細は大学HPをご覧ください。
9月30日、10月7日、21日 の 土 曜、
10時 半 ～12時、13時 ～14時 半
専修大学生田校舎 各400人 9
月11日（必着）までに希望講座番号も
記入し往復ハガキで〒214-8580多
摩区東三田2-1-1専修大学エクステン
ションセンター事務課☎911-1268
900-7820。[抽選] 教育委員会生
涯学習推進課☎200-3304 200-
3950。
市病院協会市民公開講座

「大腸がんの予防と栄養・食事」
　講師･中村丁次氏(県立保健福祉大
学学長)。 9月30日㈯14時～16時

多摩病院 100人 9月8日（必
着）までに往復ハガキで〒211-0067
中原区今井上町1-34・3階市病院協
会☎711-9344 711-9346。 [抽選]
手話入門講習会
◎夜間… 10月3日～11月7日の火

曜、18時半～20時、全6回 中部
身体障害者福祉会館 40人 9月
15日(必着。FAXは17時)までに往復
ハガキかFAXで〒211-0068中原区小
杉御殿町2-114-1中部身体障害者福
祉 会 館 ☎733-9675 733-9676。
[抽選]
◎昼間… 10月12日～12月7日の
木 曜（11月23日を除く）、13時 半 ～
15時半、全8回 多摩川の里身体
障害者福祉会館 35人 9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] 
歴史講座

「二ケ領用水と水争い」
　二ケ領用水の歴史と溝口水騒動
について話を聞きます。 10月1日
㈰14時～16時 中原図書館 60
人 9月8日（消印有効）までに直接
(ハガキ持参)、往復ハガキ、メール
で〒211-0051中 原 区 宮 内4-1-1公
文 書 館 ☎733-3933 733-2400
17koubun@city.kawasaki.jp [抽選] 
川崎で輝く女性たち
～女性が語るトークサロン

　市内で活躍する女性の話を聞き、
交流します。講師は時田正枝氏（木
月こどもキッチン運営）。 10月2日
㈪10時～11時半 すくらむ21 40
人。保育あり(１歳～就学前、先着
10人、350円、要予約） 8月25
日9時から直接、電話、FAX（保育の
有無も記入）、HPで､ すくらむ21☎
813-0808 813-0864。[先着順]
川崎労働学校

　職場内の問題と労働法や社会保障
の関係などを、最新の情報を含めて
解 説します。 10月4日～11月30
日、18時半～20時半、全15回 サ
ンピアンかわさき 3,300円。事前
申込制 電話かFAXで川崎労働
者福祉協議会☎211-1300 233-
3764 経済労働局労働雇用部☎
200-2271 200-3598。※詳細は
区役所、市民館などで配布中のチラ
シをご覧ください。
未経験・初心者のための
システムエンジニア（SE）講座

　IT業界に興味のある若者を対象に、
SEの仕事について知識の無い人にも
分かりやすく解説します。 10月5日
～26日の木曜、10時～11時半、全
4回 てくのかわさき 39歳以下の
20人 9月1日11時から電話でコ
ネクションズかわさき☎850-2517
811-1850。［先着順］
高津高等学校開放講座「藍染め・
紅花染め・マーブリング染め」

　のれん、Ｔシャツ、ハンカチなどを
作ります。最終回は文化祭での作品
展示と鑑賞。 10月7日～28日の土
曜、13時～15時半、全4回 高津
高等学校 15歳以上で全回参加でき
る10人 3,500円 9月20日(消
印有効)までに往復ハガキで〒213-

0011高津区久本3-11-1高津高等学
校☎811-2555 812-7030。[抽選]
シニア向け傾聴講座

　｢傾聴」の基礎を学び、技術を身に
付けます。 10月12日～11月30日
の木曜（11月9日、23日を除く。11月
6日～10日に施設体験実習）、13時
半～16時半、全7回 てくのかわさ
き 市内在住で40歳以上の人、20
人 5,000円 9月25日(必着)ま
でに往復ハガキで〒210-8577健康
福祉局高齢者在宅サービス課☎200-
2620 200-3926。[抽選]
ひとり親家庭向け講座
◎離婚の法律講座…養育費や住宅
ローンのことなど、女性弁護士が説
明します。個別相談はできません。

10月14日㈯13時半～15時 ひと
り親家庭の母か寡婦、10人。
◎イメージアップ・就業支援セミナー
…再就職や転職に役立つメーク術や
面接の心構えを学びます。 10月15
日㈰10時～15時 ひとり親家庭の母
か寡婦、10人（午後の面接対策はひ
とり親家庭の父も可）。
　いずれも保育あり（１歳～小学2年
生、先着10人、要予約） 母子・父子
福祉センター 9月1日9時から電
話で母子・父子福祉センター☎733-
1166 733-8934。[先着順]
語学講座

　10月から国際交流センターで始ま
ります。英会話、アジアの言葉（ベト
ナム語など）、韓国･朝鮮語、中国語
などが学べます。全11講座。詳細
は市国際交流協会のHPか、区役所、
市民館などで配布中のチラシをご覧
ください。 9月4日（必着）までに
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]

老人福祉大会・老人クラブ大会
　優良老人クラブなどの表彰と、藤
田三保子(女優)と藤巻潤（俳優）の対
談と歌のショー。 9月1日㈮13時
半～16時（開場12時半） 総合福祉
センター (エポックなかはら)ホール
当日先着900人。老人クラブの会員
も随時募集中 市老人クラブ連合会
☎222-4543 245-4813。健康福
祉局高齢者在宅サービス課☎200-
2620 200-3926。
気仙沼復興応援イベント
inかわさき

　気仙沼市の物産販売、コンサート
などで復興を応援します。 9月13
日㈬～15日㈮、10時～16時（最終日
は15時まで） 川崎信用金庫本店１階

ロビー（川崎駅東口徒歩5分） 気仙
沼復興応援イベントinかわさき実行委
員会☎272-5670 272-5671。経
済労働局商業振興課☎200-2352
200-3920。
北部市場水産物部イベント

「こんなにあります！神奈川の魚」
　魚の展示、魚の争奪じゃんけん大
会、冷蔵庫体験（受け付け9時、定員
あり）など。詳細は市HPをご覧くださ
い 9月9日㈯9時～11時（受け付け9
時） 北部市場 北部市場水産仲卸
組合☎975-2705 975-2352。北
部市場業務課☎975-2220 975-
2242。
かわさき下水道フェア

　下水道事業の紹介、体験コーナー、
下水道作品コンクール入賞作品の展
示など。 9月9日㈯12時～15時
武蔵溝ノ口駅南北自由通路 上下水
道局サービス推進課☎200-3097
200-3996。
視覚障害者相互激励大会

　点字大会、文化活動の発表、視覚障
害者の手作り作品の展示など。シャンソ
ンのミニコンサートも。 9月10日㈰10
時～16時（開場9時半） ふれあいプラ
ザかわさき 市内在住で視覚に障害の
ある人と当日の付添人、支援ボランティ
ア、当日先着200人 市視覚障害者福
祉協会(酒井)☎080-1191-4458(平日
9時～19時)。健康福祉局障害福祉課
☎200-2676 200-3932。
かわさきマイスター匠展

　市内最高峰の匠
たくみ

による技能の実
演、製品展示（一部販売）、匠の技の
体験コーナーなど。 9月14日㈭、
15日㈮、10時～15時 多摩区役所
１階アトリウム 経済労働局労働雇用
部☎200-2242 200-3598。
COOL CHOICEひろば
inラゾーナ川崎

　クールチョイス（地球のための賢い
選択）について学べるゲーム、アクセ
サリー作り、手回し発電機体験など
を通じて環境について楽しく学びま
す。 9月17日㈰10時～16時半 ラ
ゾーナ川崎プラザ・ルーファ広場 環
境局地球環境推進室☎200-3871
200-3921。
夢見る星空キャンプ

　 9月23日㈷～24日㈰。荒天時は
翌週 夢見ケ崎動物公園。
◎昼のイベント…飲食の出店、ワーク
ショップ、生演奏など。10時から。
◎キャンプ…動物たちの近くで一晩
を過ごし、星空観察や明かりの演出
を楽しみます。 15組（1組4人まで。
中学生以下は保護者と参加） 1組
40,000円（テント代込み） 8月31日
までにHPで。［抽選］
　 夢見る星空キャンプ実行委員
会（伊早坂）☎090-9149-8811（平日
10時～18時） 総務企画局シティプ
ロモーション推進室☎200-0848
200-3915。

「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



　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。
総務企画局シティプロモーション推進室☎200-2287 200-3915

vol.16

BMXレー
ス

中井 飛馬
　選手

　BMXレースは、東京2020大会のオリンピック競技種目にも選ばれて
いる自転車競技のひとつ。400ｍ程の険しいコースを20インチ径ホイー
ルの特徴的な車体で走り抜ける。

中
な か い

井 飛
あ す ま

馬 選手 （17歳）
第34回全日本BMX選手権大会ジュニアカテゴリー優勝
2017 UCI BMX世界選手権大会ジュニアカテゴリー4位

　自分の夢を追いかけ、生まれ育った新潟を飛び出し、昨年
の春から川崎に。川崎市出身でオリンピックへ監督として参加
した経験をもつ三瓶将廣コーチの元に住み込み、学業と両立
しながらBMXの練習に取り組んでいる。
　ことしはけがに苦しんだが、復帰直後の6月に行われた全
日本選手権でも見事に優勝。「正直、自信はありました」と中井
選手。プレッシャーは感じない方だという。「オリンピックは６歳
からの夢。東京2020大会まで、あと３年間、自分がやるべき
ことをやりたい」と、将来に向けて力強い決意を見せてくれた。
川崎から世界に向けて、彼の夢への挑戦は続く。

　4歳以上の子どもから大人まで楽しめます。詳しくはイベントHPをご覧ください。
日時 8月27日（日）10時半～18時　場所 ラゾーナ川崎プラザ・ルーファ広場
SYSTEMATIC BMX ☎ 090-9953-5279（10時～17時） 

　 総務企画局シティプロモーション推進室 ☎200-2273 200-3915

BMXレースを体験しよう！　『Compact Bike Race in ラゾーナ川崎プラザ』

©Daisuke Kitagawa

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

　0歳から大人まで楽しめる、童謡と
クラシックの本格的な生演奏。 9
月17日㈰13時半～14時半（11時半
から整理券配布、開場12時半） す
くらむ21 当日先着800人 すく
らむ21☎813-0808 813-0864。
フロンターレ選手と本を楽しもう！
　選手やキャラクターと一緒に読書
を楽しみます。 9月23日㈷午後（時
間など詳細は9月1日以降にお問い合
わせください） グランツリー武蔵小
杉（武蔵小杉駅南口徒歩4分） 小学
1～3年生、60人（保護者同伴） 9
月1日～12日（必着）に子どもの学年、
保護者氏名も記入し往復ハガキ（兄
弟姉妹は1枚で可）で〒211-0063中
原区小杉町3-1301中原図書館。［抽
選］ 教育委員会生涯学習推進課☎
200-3303 200-3950。
レッツ・エンジョイ・ランニング
　志水見千子氏（元オリンピック選手）
他を講師に、ランニングのフォーム、
呼吸法、栄養などランニングの基礎を
学びます。川崎国際多摩川マラソンの
調整にも適しています。 9月24日㈰
9時45分～12時半 とどろきアリーナ
15歳以上（中学生を除く）、60人

500円 8月25日から直接かFAX
で市民文化局市民スポーツ室☎200-
3245 200-3599、または川崎国際
多摩川マラソンＨＰで。［先着順］
フリーマーケットin市民プラザ
　洋服、手芸品など掘り出し物がいっ
ぱい。 9月24日㈰10時～15時
市民プラザ☎888-3131 888-

3138。
こどものための星空教室
　望遠鏡で月などを観察し、星空の
美しさや宇宙の不思議を学びます。
9月30日㈯18時半～20時半。雨

天・曇天時は座学のみ かわさき宙
そら

※「カルッツ」とは、カルチャーとスポーツを足した造語です。他にもイベントや教室
がいろいろあります。詳細は施設HPをご覧ください。

バスケットボール・ワンデーマッチ参加者募集
　レベル不問。男女混合大会と男子大会を開催します。優勝チームには
賞品あり。 11月3日㈷ 9時～18時 カルッツかわさき 16歳以
上、5人以上のチーム、12チーム 1チーム5,000円 9月1日
～24日に申込書をFAXかメールでカルッツかわさき開館準備室☎201-
2051 201-2053 acxs-kawasaki@esforta.co.jp ［抽選］。※申込書
は施設HPからダウンロードできます。

と緑の科学館 小学4～中学3年生、
20人（保護者同伴か送迎） 8月
31日（必着）までに直接（17時まで。ハ
ガキ持参）か往復ハガキ（兄弟姉妹は
1枚で可）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］
拉致被害者家族を支援する
かわさき市民のつどい
　国の取り組み報告、横田滋・早紀
江夫妻のあいさつ、映画「拉致 私た
ちは何

な ぜ

故、気付かなかったのか！」上
映、南こうせつミニコンサートなど。
10月1日㈰14時～16時 平和館
230人 9月14日（必着）まで

に人数（2人まで）、手話通訳・要約筆
記・保育（2歳～就学前）の有無も記入
し往復ハガキか市ＨＰで〒210-8577
市民文化局人権・男女共同参画室☎
200-2688 200-3914。［抽選］
かわさき森のようちえん
　青少年の家で元気に自然遊びをしま
す。 10月4日、18日、11月15日、22
日の水曜、14時～16時。荒天中止
青少年の家 今年度に4歳～就学

前の子ども、各15人 各1,500円
9月5日9時から電話で青少年の家

☎888-3588 857-6623。［先着順］
東日本大震災被災者支援
かわさきマイスター洋菓子教室
　参加費全
額 を「市 東
日本大震災
被災者支援
基金」に寄
付します。横溝春雄氏（リリエンベル
グシェフパティシエ）によるモンブラン
の実演と試食。 10月6日㈮14時
～16時 ABCクッキング ららテラス
武蔵小杉スタジオ（武蔵小杉駅南口
直結） 16歳以上、28人 3,000
円 9月12日（必着）までにハガ

キかメールで〒210-0023川崎区小
川町6-1東京ガス川崎支店「マイス
ター洋菓子教室係」☎211-7212
tgkawasa@tokyo-gas.co.jp ［抽
選］。※当選者には参加票を9月20
日までに送付 経済労働局労働雇用
部☎200-2242 200-3598。
地名散歩
世田谷区の街の移り変わりと地名
　多摩川左岸の地名成立の歴史や景
観を探ることで、右岸の川崎市を多
面的に捉えます。1日に5～7㎞歩き
ます。 10月8日㈰、14日㈯、22
日㈰、28日㈯、12時半～16時半、
全4回。雨天予備日11月5日㈰ て
くのかわさき他 18歳以上で全回
参加できる30人 1,500円（交通費
を除く） 9月20日（必着）までに
往復ハガキか市ＨＰで〒213-0001
高津区溝口1-6-10地名資料室☎
812-1102 812-2079。［抽選］
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太田潤直伝！
目からウロコの薫製作り
　野外料理研究家・写真家の太田潤
氏から、豚・鶏・魚の薫製の作り方や
盛り付け・写真の撮り方を学びます。
10月22日㈰10時～15時半。荒

天中止 黒川青少年野外活動セン
ター 18歳以上、30人 4,000
円（市外在住の人は4,500円）
8月28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］

　10月1日㈰、市体育館跡地にオープンするスポーツ・文化総合センター
の愛称が市民公募で「カルッツかわさき」に決まりました。
所在地　川崎区富士見1-1-4（川崎駅東口徒歩15分）

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）

親子で楽しむコンサート

9月20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読みたい記事などの意見を
記入し、ハガキ、FAX、市HP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。個人情報は発送業務を委託する業者にのみ提供し、他の目的では使用しません

読者アンケート 図書カード（1,000円券）を
５人に進呈（抽選）

スポーツ・文化総合センター  10/1オープン
愛称は「カルッツかわさき」に決定

　式典とピアノ開きのミニコンサー
トを行います。 10月1日㈰9時
半～13時 カルッツかわさき
市内在住の250組500人 9月
11日（消印有効）までに往復ハガキ

で〒210-8577市民文化局企画課☎200-3758 200-3707。［抽選］

開館記念式典市民招待


