
スポーツ施設：体育室、武道室、弓道場、トレーニング室、ランニングコースなど
文化施設：ホール、アクトスタジオ、音楽練習室、楽屋など
共用施設：会議室、プラザギャラリー、プレイルーム、クラブハウスなど
利用時間：9時～21時半
休館日：偶数月の第4月曜日（祝日の場合は、翌日以降の平日）、年末年始
問い合わせ：9月30日まで（開館準備室）☎201-2051 201-2053
　　　　　 10月1日から☎222-5211 222-5122

抽選で読者プレゼント！

スポーツ・文化総合センター カルッツかわさき

❶谷桃子バレエ団公演「くるみ割り人形」ペアチケット
　[12月17日㈰、会場：カルッツかわさき] 5組
❷図書カード[1,000円券] 5人応募方法の詳細は4面下へ

　この秋、スポーツと文化の両方が楽しめる施設、
「カルッツかわさき」が川崎区にオープンします。
市民文化局企画課　☎ 200-3758 200-3707

料金・イベント情報などは 検索カルッツかわさき

10.1 OPEN
CULTURE SPORTS

INFORMATION

（
S
U
N
）

所在地：川崎区富士見1-1-4　交通：川崎駅・京急川崎駅か
ら徒歩約15分　川崎駅からバス「教育文化会館前」下車すぐ

● ホールではクラシックだけでなく、ポッ
プス、演歌、オペラや演劇まで、多彩
な公演を開催。あの有名アーティスト
のコンサートなども！

● 防音設備の整った音楽練習室の他、
最高クラスのグランドピアノを備え
たアクトスタジオも利用できます

本格的なクラシックにも対応し、発表
会などにも利用できる2,013席のホー
ルは、市内最大

● トレーニング室では、最新の設備が
大人300円で利用できます。初心者
でもトレーナーがサポートしてくれ
るので安心
● スポーツデー（個人利用）では、気軽
にさまざまなスポーツに参加できま
す。その他にもエアロビクス、健康
体操などのスポーツ教室を開催！

約1,500席の観覧席がある大体育室
では、スポーツ以外に、展示会やイ
ベントなども開催可能

※カルッツ…カルチャーとスポーツを合わせた造語

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
人口：150万3,301人（前年同月比14,255人増）　世帯数：71万6,052世帯
川崎市のデータ（平成29年9月1日現在）

2017
SEPTEMBER

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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対象・人数 任用期間 受付期間

精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けていて、就労支援機関から支援を
受けることができる人、2人

12月 1日～
30年 3月末

9月25日～
10月 13日に
直接

選考区分 資格・人数 締め切り

理学療法士
平成 30 年 4 月 1 日までに必
要な免許を有するか取得見込み
で昭和 53 年 4 月 2 日以降に
生まれた人、若干名

10月 13日（消
印有効）まで

市職員募集
試験日・・・10月29日㈰

いずれも詳細は案内をご覧ください

選考日・・・10月30日㈪精神障害者を対象とした臨時的任用職員

　 履歴書の上部余白に選考区分を朱書きし、締め切りまでに直接か簡易
書留で〒210-8577病院局庶務課☎200-3846 200-3838。［選考］。※選考
案内は市HPでご覧になれる他、同課、区役所などで配布中。

　 総務企画局人事課☎200-3993 200-3753。[選考]。※選考案内は
市HPでご覧になれる他、情報プラザ、区役所などで配布中。

かわさき生活ガイドの配布
　暮らしに役立つ行政情報や、地
域情報をまとめた冊子「かわさき生活
ガイド」がNTTタウンページから配布
されます。別冊「防災タウンページ」
も併せて配布。配布先…市内全戸、
全事業所。配布時期…10月上旬か
ら。 タウンページセンタ 0120-
506309（配布について）。総務企画
局シティプロモーション推進室☎200-
2287 200-3915。
市国民健康保険35歳・38歳
健康診査の受診について
　35歳と38歳の加入者を対象とした
健康診査を、10月から30年3月31日
まで市内医療機関で実施します。自
己負担は1,200円(非課税世帯などは
400円)。受診券は9月下旬に発送し
ます(途中加入者には30年１月下旬に
発送)。 がん検診･特定健診等コー
ルセンター☎982-0491。健康福祉
局保険年金課☎200-3426 200-
3930。
温水プール･トレーニングルーム
の無料利用券を配布
　市の国民健康保険加入者(中学生
以下を除く)で、保険料の未納のない
人(世帯）に9月29日から配布します。
保険証を提示してください。1人8枚
(世帯上限20枚)までで、券に記載さ
れた施設の利用に限ります。配布場
所・ 住んでいる区の区役所保険年
金課、支所区民センター保険年金係。
※後期高齢者医療制度加入者と国民
健康保険組合加入者は対象外です。
市戦没者追悼式
市遺族連合会慰霊式
　戦没者と戦災死者の霊を慰め平和
を祈念します。 10月5日㈭14時～
16時 総合福祉センター (エポックな
かはら) 健康福祉局地域福祉課☎
200-2926 200-3637。
国県市合同行政相談所
　登記、税金、年金、労働、消費生
活などの相談、行政への苦情などに
専門家や職員が対応します。 10月
6日㈮10時半～15時半 武蔵溝ノ口
駅南北自由通路 市民文化局市民活
動推進課☎200-2349 200-3800。
事業者向け
消費税軽減税率制度説明会
　9月29日～11月22日で8回、税務
署、市民館などで開催。詳細は市HP
をご覧ください。 住んでいる区の
管轄税務署。
不動産鑑定士による無料相談会
　価格、借地、相続など不動産の相

談に乗ります。 10月11日㈬10時
～16時 市役所第3庁舎１階 財政
局資産運用課☎200-0563 200-
3905。
インターンシップ参加のための
合同マッチング会
　大学・短期大学・専門学校などの学
生が対象。企業の説明を聞き、イン
ターンシップに申し込めます。 11
月11日㈯10時～16時（開場9時半）
てくのかわさき。事前申込制

11月10日17時半までに電話かHPで
川崎市・世田谷区若者就業支援事業
運営事務局☎03-5439-9177 03-
3452-3322 経済労働局労働雇用
部☎200-2276 200-3598。
高卒予定者等合同企業就職説明会
「ハロージョブフェスタ２」
　30年3月に高等学校を卒業予定・既
卒者が対象。企業による1分間PRの
コーナーも。 10月17日㈫13時～
16時(受け付け12時半) 川崎フロン
ティアビル2階KCCIホール（川崎駅東
口徒歩2分） 経済労働局労働雇用部
☎200-2276 200-3598。
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10月10日に決定。窓口販
売は11～24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。
高津図書館の休館
　10月2日㈪～7日㈯は、大規模改
修に伴う仮設工事のため、臨時休館
します。返却ポストの利用もできませ
ん。 高津図書館☎822-2413
844-7594。
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）。 10月13日
㈮、9時～12時、13時～16時 幸
区役所 市民オンブズマン事務局☎
200-3691 245-8281。

かわさき市民祭りパレード参加者
　カラーガード隊などと一緒に、ふ
るさと交流広場前から川崎駅前まで
パレードをします。 11月5日㈰11
時～11時半。荒天中止 代表者が
市内在住の三世代以上で参加できる
150人 10月10日（必着）までに全
員の氏名と代表者との続柄も記入し
往復ハガキで〒210-0001川崎区本
町1-8-20スヤマビル2階かわさき市
民祭り実行委員会☎200-2308。［抽

選］ 経済労働局観光プロモーション
推進課☎200-2308 200-3920。
※詳細はかわさき市民祭りHPをご覧
ください。

「新成人代表スピーチ」発言者
　30年1月8日㈷の「成人の日を祝う
つどい」で抱負などをスピーチします。
資格…市内在住で平成9年4月2日～
10年4月1日に生まれた人。 午前・
午後の部、各1～2人 10月31日
(必着)までに課題文「今、20歳になっ
て想うこと」（800字以内、書式自由）
に必要事項と生年月日、性別、携帯
電話番号とメールアドレス(ある場合)
を記入し直接、郵送、メールで〒210-
8577こども未来局青少年支援室☎
200-2669 200-3931 45sien@
city.kawasaki.jp [選考]
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記念樹を育ててみませんか
　人生の節目の記念に、対象の希望
者へ苗木を配布しています。苗木の
種類など詳細はお問い合わせくださ
い。対象…出生、保育園・幼稚園入園、
小学校入学、成人、結婚、賀寿、新
築、市外からの転入など。 記念
日を起算日として１年以内にチラシに
ある専用ハガキで市公園緑地協会☎
711-6631 722-8410。※チラシ
は区役所などで配布中。市HPからも
ダウンロードできます。

赤ちゃんからできるスキンケアと
食物アレルギー対策
　専門医による食物アレルギー・アト
ピー性皮膚炎についての講演。スキ
ンケアの実習や個別相談も。 10月
3日㈫14時～16時半 ミューザ川崎
シンフォニーホール研修室 市内在
住・在勤、50人。保育あり（15人、要
予約） 9月25日からHPでNPO法人
アレルギーを考える母の会 電話
かFAXで健康福祉局環境保健課☎
200-2435 200-3937（HP、FAX
での申し込みで保育希望者は子ども
の氏名と年齢も記入）。［先着順］

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
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環境エネルギー・ラボ
～サイエンスで考えよう

　クリップモーター作り、野鳥や水生
生物の観察、環境アニメ上映など。詳
細はイベントHPをご覧ください。 10
月7日㈯、8日㈰、10時～17時 東
京都市大学二子玉川夢キャンパス（二
子玉川駅徒歩1分） 環境エネルギー・
ラボ実行委員会☎03-6413-8801
03-6368-6410。環境局地球環境推
進室☎200-3871 200-3921。
こころの健康セミナー

　心の苦しみを抱えて生きること、そ
れを支えるものについて話を聞き、語
り合います。 10月7日㈯13時～16
時（開場12時半） 高津市民館大会議
室 当日先着300人 精神保健福祉
センター☎200-3199 200-3974。
かわさきFM朗読セミナー

　ベテランのアナウンサー、声優の
指導で楽しく朗読を学びます。最終日
はラジオの生放送に出演して朗読（時
間は未定）。 10月11日～30年1月
17日の水曜（12月20日～1月10日を
除く）、❶10時 ～11時45分❷13時
半～15時15分と出演日（❶1月20日
㈯❷1月21日㈰）、全12回 かわさ
きFM（武蔵小杉駅北口徒歩3分） 各
6人 各26,000円 9月26日10
時から電話で、かわさきFM☎712-
1791 712-1500。[先着順]
介護予防講演会

　認知症予防の体操や脳トレーニン
グを健康運動指導士から学びます。

10月11日㈬13時半～15時半 て
くのかわさき 100人 9月26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]
応急手当普及員再講習会

　 10月15日㈰9時～12時 川崎
消防署 応急手当普及員の資格が
あ る30人 2,500円 10月2日
9時から電話で消防局救急課☎223-
2627 223-2619。[先着順]
上級救命講習会

　 ❶10月18日㈬❷10月22日㈰。
いずれも9時～18時 ❶は高津消防
署❷は麻生消防署 各30人 ❶
は10月4日❷は6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]
かわさき健康づくりセンターの
講座

　 ❶口
こうくう
腔機能とケアについて…10

月17日㈫、25日㈬、全2回❷高齢期
の食生活について…11月10日㈮。い
ずれも13時半～15時半 てくのかわ
さき 各100人 ❶は9月26日❷は
10月17日、いずれも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 333-3769。[先着順] 
NPO法人事務マスター講座

　先輩スタッフ、専門家が具体的な
実務の進め方を解説します。 10月
17日～11月21日の 火 曜（11月14日

を除く）、18時半～21時、全5回
かわさき市民活動センター 20人
3,000円 9月25日9時から直接、
電話、または申込書をFAX、HPで、
かわさき市民活動センター☎430-
5566 430-5577。［先着順］。※申
込書は区役所、市民館などで配布中。
弁護士による市民法律講座

　10月18日～11月15日の水曜、18
時半～20時半、全5回 総合福祉セ
ンター (エポックなかはら)他 70人

1,000円 9月29日8時から電話
かFAXでサンキューコールかわさき☎
200-3939 200-3900。[先着順]。
※空きがあれば当日参加も可。
川崎病院市民公開講座

　肺がんの最新治療、がんの備えに
ついて学びます。 10月19日㈭14
時～15時半（開場13時半） 川崎病院
７階講堂 当日先着120人 川崎病
院庶務課☎233-5521 245-9600。
明治大学公開講座　

　「元素誕生物語・新元素ニホニウム
への道」がテーマです。 10月28
日㈯13時～14時半 明治大学生田
キャンパス地域産学連携研究セン
ター 120人 9月25日10時 半
から直接、電話、HP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。
3分間ビデオ制作入門講座

　ホームビデオの映像をパソコンで
編集するこつを学びます。 10月
28日～30年2月3日の土曜と2月18
日㈰、全10回 新百合21ホール
高校生以上、15人 20,000円（学生
18,000円） 10月11日（消印有効）
までに往復ハガキで〒215-0004麻生
区万福寺6-7-1アートセンター☎955-
0107 959-2200。［抽選］
消費者トラブル見守り講座

　悪質商法の手口と対処法について
学び、高齢者の被害の未然防止、早
期発見に役立てます。 ❶10月30日
㈪18時半～20時半❷11月4日㈯13
時半～15時半 ❶は高津市民館❷は
川崎フロンティアビル（川崎駅東口徒歩
2分） 各50人 9月25日9時から電
話、または申込書をFAXで全国消費生
活相談員協会☎03-5614-0543(平
日9時半～17時) 03-5614-0743。 
[先着順] 消費者行政センター☎
200-3864 244-6099。※申込書
は9月25日から区役所・市民館などで
配布。
認知症あんしん生活実践塾

　認知症の症状を緩和し、重度化を
予防するための実践的な研修です。
詳細は市HPをご覧ください。 10月
～30年3月で全6回、原則13時～16
時 総合自治会館他（南部・北部会場
あり） 認知症の家族を介護している
人、各会場20人 10月13日(必着)

までに申込書を郵送かFAX、または
電話で〒210-8577健康福祉局地域
包括ケア推進室☎200-2470 200-
3926。[抽選]。※申込書は区役所な
どで配布中。市HPからもダウンロード
できます。
ひとり親家庭向けパソコン基礎講座

　文字入力のできる人が対象。 11
月2日～30日の木曜（11月23日を除
く）、9時半～12時半、全4回 母子・
父子福祉センター 市内在住の、ひ
とり親家庭の父母か寡婦、8人。保
育あり（1歳～小学2年生、要予約）
500円 10月19日（必着）までにハ
ガキに志望動機と保育の有無も記入し
〒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]
家庭介護教室「高齢者の食生活」

　加齢による嗜好や食べる量の変化、
体の状態に合った食べ方などを学び
ます。 11月2日㈭13時 半 ～15時
半 総合福祉センター (エポックなか
はら) 市内在住、30人 9月25
日9時から直接か電話で高齢社会福
祉総合センター☎976-9001 976-
9000。［先着順］
古文書講座

　ある程度古文書を読める人が対象。
11月5日、12日、26日、12月3日の

日曜､ 9時半～11時半､ 全4回 とどろ
きアリーナ研修室 全回参加できる80
人 3,000円 10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]
初級障害者スポーツ指導員
養成講習会

　修了者は資格が取得できます（要申
請料）。 11月11日㈯、12日㈰、23
日㈷、8時～16時半、全3回 中部
身体障害者福祉会館他 18歳以上で
全回参加できる30人 12,800円（申
請料など） 10月13日（消印有効。
直接は17時）までに申込書を直接か
郵送で〒210-0834川崎区大島1-8-6

南部身体障害者福祉会館3階市障害
者スポーツ協会☎245-8041 246-
6943。[選考] 。※申込書は市HPから
ダウンロードできます。
シニアライフ講演会

　講演「多様な人たち
が一緒に暮らせる街
づくり」講師･浅野史
郎氏(神奈川大学特
別招

しょうへい

聘教授)=写真。
11月26日㈰13時～

16時45分 新百合21ホール 市内
在住･在勤の40歳以上、400人
10月31日(必着)までに全員(5人まで)
の氏名も記入しハガキで〒210-8577
健康福祉局高齢者在宅サービス課☎
200-2620 200-3926。[抽選]

橘リサイクルバザー
　古着･小物類の即売会、リサイクル
工作、ものづくり体験、ゲームなど。

10月1日㈰10時～14時 橘リ
サイクルコミュニティセンター☎857-
1146 857-2216。
夜のプラネタリウム「中秋の名月」

　秋の星空と十五夜のプラネタリウム
投影。 10月4日㈬18時半～19時
15分 かわさき宙

そら

と緑の科学館 当
日先着200人（小学生以下は保護者
同伴） 高校生以上要観覧料 当
日9時半から直接かわさき宙と緑の科
学館☎922-4731 934-8659。
かわさき阿波おどり

　川崎名物の子ども連や地元連、近
郊の強豪連が、川崎駅東口商店街
を盛大に練り歩きます。 10月7日
㈯16時～20時。荒天中止 かわさ
き阿波おどり実行委員会☎ 222-
9111。 経済労働局商業振興課☎
200-2352 200-3920。

「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

港で楽しむイベント

◎ビーチバレー川崎市杯…日本の
トップ選手が集います。 川崎マリ
エンビーチバレーコート。時間、料
金などはお問い合わせください。前
売り券はチケットぴあなどで販売
中 大会事務局 ☎221-0360（平日
10時～18時）。港湾局誘致振興課 ☎
200-3053 200-3981
◎川崎みなと祭り…ステージショー、バザールなど。 川崎マリエン
周辺、東扇島東公園 川崎港振興協会☎287-6011 287-6012
◎ちくさんフードフェア…牛・豚肉、加工品、全国の特産品の即売・試
食など。 日本食肉流通センター川崎施設（川崎駅東口からバス「日本食
肉流通センター」下車徒歩1分） 経済労働局商業振興課☎200-2356
200-3920
※当日は川崎駅東口11番バス乗り場から両会場へ無料バス運行

©JBV

ビーチバレーは9時～15時半、他は10時～16時
※荒天中止10月7日（土）、8日（日）
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生田緑地ばら苑・秋の一般開放
申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

　丸太切り、壁塗り、カンナがけなど
の体験。マサカリやチョウナなど昔の
大工道具を使った実演も。一部材料
が無くなり次第終了。 10月8日㈰
10時半～14時半。雨天縮小実施
日本民家園 要入園料（体験は別途
50円） 日本民家園☎922-2181
934-8652。
消費生活展
　市内消費者団体の発表・展示やク
イズラリーなど。 10月8日㈰10時
半～15時半（川崎野菜の販売は10時
半、13時半から） 武蔵溝ノ口駅南
北自由通路 木工ワークショップ
は当日先着30人、200円 消費者
行政センター☎200-3864 244-
6099。
体育の日記念事業
　とどろきアリーナをはじめ、市内各
スポーツセンターなどで、さまざまな
スポーツを無料で楽しめます。詳細は
区役所、スポーツセンターなどで配
布中のチラシをご覧ください。 10
月9日㈷ 市民文化局市民スポーツ
室☎200-3322 200-3599。
さいわい寄席
　出演は柳家小団治（真打ち）他。
10月9日㈷❶10時半開演❷13時45
分開演（開場は各30分前） 幸市民
館ホール 小学生以上、当日先着
各840人 幸落語研究会☎ 511-
6901。市民文化局市民文化振興室☎
200-2280 200-3248。
めぐみちゃんと
家族のメッセージ～写真展
　拉致被害者・横田めぐみさんと家族
の写真などを展示。 10月11日㈬～
13日㈮、9時半～17時（11日は12時
から、13日は15時まで） 麻生市民
交流館やまゆり 市民文化局人権・男
女共同参画室☎200-2688 200-

3914。
「アイリッシュハープ・バグパイプ・
アイリッシュダンス」の公演
　日本・アイルランド外交関係樹立60
周年の記念公演。 10月14日㈯14
時～16時 国際交流センター 小学
生以上、100人 一般2,050円、小
学～高校生1,540円 9月26日9
時半から直接、電話、FAX、HP、メー
ルで市国際交流協会☎435-7000
435-7010 kiankawasaki@kian.
or.jp ［先着順］
親子でドラム缶ピザ
　大きなドラム缶オーブンで絶品ピザ
を焼いて食べます。 10月29日㈰
10時～14時。荒天中止 青少年の
家 小学生と保護者、20組40人 1
組3,500円 9月25日9時から直接
か電話で青少年の家☎888-3588
857-6623。［先着順］
女子バスケットボール市民招待
　富士通レッドウェーブ対シャンソンV
マジック戦に招待します。 11月5日
㈰14時半試合開始 とどろきアリーナ
50組100人 10月13日（消印有

効）までに往復ハガキか市HPで〒210-
8577市民文化局市民スポーツ室☎
200-2257 200-3599。［抽選］
活弁映画とシネマ落語
　 11月5日㈰。1部…12時開演。
活弁映画「瞼

まぶた

の母」、落語「芝浜」。2部
…15時開演。シネマ落語「ローマの休
日」 新百合21ホール 小学生以上、
450人 1部2,000円、2部3,500円、
セット販売4,500円 9月30日10
時から直接か電話で新百合21ホール
☎952-5000 952-1350。［先着順］
市民プラザのコンサート
◎プラザ森のコンサート…出演は宮
前ウインドオーケストラ、曲目はビゼー
「アルルの女・第1組曲」他。 11月
5日㈰14時開演（開場13時半） 489

人 1,000円 チケット販売中。直
接か電話で。
◎ビッグバンドナイト…出演は伊波
秀進＆The Big Band of ROGUES。
11月11日㈯18時開演（開場17時

半） 200人 2,000円 10月1日か
ら電話かFAXで。
　いずれも 市民プラザ☎
888-3131 888-3138。［先着順］。
※11月6日～9日は休館のため申し込
みできません。
三角おむすびDE「ギネス世界記録®
町おこしニッポン」に挑戦！
　三角おむすびの発祥地といわれてい
る川崎で、同時におむすびを握る最多
人数のギネス世界記録に挑戦します。
11月5日㈰16時半～17時半 カ

ルッツかわさき 小学生以上、2,023
人（小学3年生以下は保護者同伴）。事
前申込制 10月15日までに申込書
をFAXかHPで川崎青年会議所☎211-
3612 244-8754。※申込書は区役
所、市民館などで配布中 総務企画
局シティプロモーション推進室☎200-
2297 200-3915。
親子釣り教室
　海釣りを楽しみます。道具は貸し
出します。 11月11日㈯10時半～
14時半。雨天中止 東扇島西公園
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小学生と保護者、10組20人 1
組1,500円 10月6日（消印有効）
までに全員の氏名と子どもの学年も
記入し往復ハガキで〒210-0869川
崎区東扇島38-1川崎港振興協会☎
287-6005 287-6012。［抽選］
劇団四季ミュージカル
「アンデルセン」川崎公演
　世界的童話作家アンデルセンの青
春を描いたミュージカル。 11月13
日㈪18時半～20時50分 カルッツか
わさき 1,600人 S席8,640円（学生
6,480円）、A席6,480円（学生4,320
円）、B席3,240円、席不要の3歳未満
無料 9月25日10時から電話かHPで
劇団四季予約センター 0120-489-
444（10時～18時）。［先着順］ 劇団
四季全国営業部 0120-660-442。
市民文化局市民文化振興室☎200-
2280 200-3248。

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）

おしえて大工さん！

10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❼希望するプ
レゼント番号（1面下参照）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 プレゼントを
進呈（抽選）

　広い苑
えん
内を散策しながら、香り

立つ秋のバラをお楽しみください。
10月12日～11月5日、平日10

時～16時、土･日曜と祝日9時～
16時（いずれも入苑は15時半まで）
生田緑地ばら苑（向ケ丘遊園駅南

口徒歩20分、宿河原駅徒歩23分）
※駐車場（１回500円、100台）の混雑が予想されますので、公共交通
機関を利用してください
生田緑地ばら苑☎ 978-5270（開苑期間中）。建設緑政局みどりの

企画管理課☎200-2394 200-3973

約440種
約4,000株

　南武線で結ばれている5つのまち（川崎市、稲城市、府中市、国立市、立川市）で
行われるイベントを紹介します。南武線に乗って秋を楽しんでみませんか。
総務企画局シティプロモーション推進室 ☎200-2473 200-3915

なんぶリングとは？
気ままに歩き回ること、
そぞろ歩き、といった意
味の「ランブリング」と5自
治体の輪を意味する「リン
グ」、南武線の「なんぶ」
を掛け合わせた造語です

立川
ファーレ立川　
アートミュージアム・デー
10月14日㈯、15日㈰、11時～16時
ファーレ立川地区
立川市地域文化課

☎042-523-2111

谷保
くにたち里山コンサート
10月29日㈰11時～
城山さとのいえ
国立市城山さとのいえ

☎042-505-5190
川崎
カワサキハロウィン パレード
10月29日㈰14時半～16時（予定）
川崎駅東口周辺
カワサキ ハロウィン プロジェクト

☎233-1934

稲城長沼

I
あい
のまち いなぎ市民祭
10月20日㈮～22日㈰、10時～16時半
稲城中央公園
稲城市市民協働課

☎042-378-2111

府中本町
JAZZ in FUCHU
10月8日㈰11時～20時

（会場により異なります）
馬場大門のケヤキ並木他
実行委員会（市川）

☎090-8872-7775

南武線でつながる秋の楽しみ

川崎市長選挙
川崎市議会議員川崎区補欠選挙

10月22日㈰
投票時間　午前7時～午後8時

選挙管理委員会選挙課
☎200-3425 200-3951


