
新登場！

　ごみの分別方法や日ごとの収集品目などが
分かります。地域登録で収集日をお知らせす
る機能も。

　市内のさまざまなイベント情
報が盛りだくさん。気になるイ
ベントがきっと見つかります。

“かわさきアプリ”で生活がグッと充実！

これであなたも迷わない

あなたを守る
新アイテム

川崎市ごみ分別アプリ

かわさき
イベントアプリ

　市内の不審者・犯罪情報な
どをいち早くお知らせ。安全
な暮らしをサポートします。情
報を共有できる機能も。

かわさき
防犯アプリ

（みんパト）

　楽しいイベント情報やごみ分別、防災・防犯など生活に密着した情報を得られる“かわさきアプリ”。
知りたかった情報や「あったらいいな」な機能が充実したおすすめのアプリを紹介します。
総務企画局ＩＣＴ推進課☎200-2079 200-3752

敦士さん(俳優・モデル)
川崎市広報テレビ番組
「ＬＯＶＥかわさき」番組MC 
テレビ神奈川（地デジ３ｃｈ）
土曜朝９時～放送中

私もイベントアプリ
を使っています！
ゴールデンウイーク
のイベント情報も
チェックできるから
便利ですよ。
まずはダウンロード！

イベント詳細

地図も

　子育てイベント・お出掛けスポット・医療機関
情報などが充実しています。子育てのヒント
になること間違いなし。

　子育てに役立つ情報

　　　　　　　が満載

かわさき子育てアプリ

　緊急避難情報や気象情報などをいち早くお
知らせ。災害の発生に備えてハザードマップ
や避難場所の確認もできます。

かわさき防災アプリ

いざというときに

　　　　　　備えて

川崎を楽しむなら

　　　　　　これ！

かわさきアプリ

詳しくは
検索

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：150万9,887人（前年同月比13,852人増）　世帯数：72万2,881世帯
川崎市のデータ（平成30年4月1日現在）

2018
APRIL

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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　資格…いずれも30年4月1日現在で❶１年以上、市内に在住か在勤で40歳
以上の人❷保健・医療・福祉関係の活動を実践しているか関心のある人(市職
員と市付属機関などの委員を除く)。[選考]。※申し込みの詳細、小論文のテー
マなどは、区役所などで配布中のチラシ、市HPをご覧ください。

会の名称
《概要》

任期
人数 申し込み・問い合わせ

市地域包括支援センター
運営協議会

《全市の総括的な事業の
把握と評価などを行う》

7 月 1 日～
33 年 6 月 30 日

1 人

5 月 18 日（必着）までに
〒 210-8577 健康福祉局
地域包括ケア推進室
☎ 200-2681 200-3926

区地域包括支援センター
運営協議会

《運営状況の確認や事業
内容の評価などを行う》

7 月 1 日～
33 年 6 月 30 日

各区 2 人以内

5 月 18 日（必着）までに
区役所地域みまもり支援
センター

市民委員募集

市職員募集
試験日…6月24日（日）大学卒程度 

試験区分 資格 締め切り

❶事務系（行政事務・社会
福祉・心理・学校事務）
❷技術系（土木・電気・機械・
造園・建築・化学）
❸消防士
❹薬剤師、獣医師、保健師

❶❷❸は平成元年
4 月 2 日 ～ 9 年 4
月 1 日に生まれた
人 ❹ は 昭 和 59 年
4 月 2 日以降に生
まれた人

電子申請で
5 月 15 日

（17 時受信有効）

　試験区分、受験資格などの詳細は受験案内をご覧ください。受験案内は、
市HP「職員採用案内」でご覧になれる他、情報プラザ、区役所などで配布中。
申し込み方法の詳細は市HPで確認してください。 人事委員会任用課 ☎
200-3343 222-6449。[選考]   

助産師・看護師　　　　　　　 　試験日…5月27日（日）
選考区分 資格 人数 締め切り

助産師
看護師

昭和 34 年 4 月 2 日以降生ま
れの人で、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
80 人程度

5 月 11 日
（消印有効）

　 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
案内は同課、区役所などで配布中。市HPからもダウンロードできます。

加藤副市長・藤倉副市長が就任

　加藤順一新副市長（前総務企画局
長＝左写真）と藤倉茂起新副市長（前
建設緑政局長）が、市議会第１回定
例会で同意され、４月１日に就任しま
した。 総務企画局秘書課☎200-
2018 200-3745。
軽自動車税の納税通知書の発送

　30年度の軽自動車税納税通知書
は5月9日に発送します。 市税事務
所市民税課、市税分室管理担当。
検査・予防接種のお知らせ

　次の人を対象に市内協力医療機関
で実施しています。
◎肝炎ウイルス検査･･･市内在住で、
20年度以降に市の検査を受けたこと
のない人。
◎風しんの抗体検査と予防接種･･･
❶抗体検査：市内在住で、市の検査を
受けたことのない、妊娠を希望する
女性とそのパートナーか、妊婦のパー
トナー❷予防接種：❶の検査を受けた
人で必要な人(自己負担3,200円)。
　 電話で協力医療機関。 健康
福祉局感染症対策課☎200-2441

（肝 炎）、200-2343（風しん） 200-
3928。※協力医療機関は上記に問い
合わせるか市HPをご覧ください。
呼吸器の健康相談

　専門医師による相談。肺年齢の測
定も。 5月10日㈭13時半～14時
半 川崎･横浜公害保健センター

せき、たん、息切れなどで困っている
人、10人程度 4月25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］
犬の登録と狂犬病予防注射

　生後91日以上の犬には、登録と年
１回の狂犬病予防注射が必要です。
飼い主は注射を受けさせ、注射済票
の交付（手数料550円）を受けてくださ
い。未登録の犬の場合は、別途登録
手続き（手数料3,000円）が必要です。
注射料金や実施日などは動物病院に
確認してください。 区役所衛生課。
「かわさき保育のおしごと」
お知らせ配信サービス

　保育士の仕事に関心がある人向け
に、保育所見学バスツアーや就職説
明会、支援制度などの情報をメール
で配信します。市HPで登録できます。

こども未来局事業調整・待機児童対
策担当☎200-3705 200-3933。
ひとり親家庭応援メールマガジン
の配信サービス

　ひとり親家庭への支援やイベント
などの情報を月1回程度配信します。

「メールニュースかわさき」で登録で
きます。詳細は市HPをご覧ください。

こども未来局こども家庭課☎200-
2672 200-3638。
ひとり親家庭向け
看護師を目指す人のための説明会

　高等職業訓練促進給付金の説明
や、給付金を活用して看護師になっ
た人の体験談などが聞けます。 6
月23日㈯13時半～15時半 母子・
父子福祉センター 市内在住の、ひ
とり親家庭の父母、30人。保育あり
(１歳～小学2年生、先着10人、要予
約) 4月25日から電話で母子・父
子福祉センター☎733-1166 733-

8934。[先着順]
女性のための無料相談会

◎起業家向け相談会･･･事業計画の
立て方や資金調達の方法などの相
談。 6月6日、8月1日、10月3日、
12月5日、31年2月6日の 水 曜、13
時 ～16時 1日3人まで。1人45分
(子連れ可)。
◎個別キャリア相談･･･再就職、転職、
就労継続のための相談。 5月11日
㈮、21日 ㈪、26日 ㈯、6月7日 ㈭、
30日㈯、7月11日㈬、28日㈯、8月
28日 ㈫、9月7日 ㈮、20日 ㈭、9時
半 ～13時20分 1日4人まで。1人
50分。保育あり(1歳～就学前、1日
先着4人、350円、要予約)。
　いずれも すくらむ21 4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］
市制記念多摩川花火大会の
開催日程

　例年、夏季に開催していた花火大
会を、天候の安定する秋季に開催し
ます。世田谷区たまがわ花火大会と
同時開催で、約6,000発の打ち上げ
を予定しています。 10月13日㈯。
ステージイベント：17時半～18時。打
ち上げ：18時～19時。荒天中止 多
摩川河川敷（二子橋～第三京浜道路）

経済労働局観光プロモーション推
進課☎200-2329 200-3920。
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）。 5月11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。
高津図書館の休館

　5月14日㈪は施設点検のため休
館します。 高 津 図 書 館 ☎822-
2413 844-7594。
「カワサキノコト
－川崎市 市勢要覧2018－」を発行

　 川 崎 の多 彩
な 魅 力 や 市 の
基礎データを紹
介した 広 報 誌
です。区役所、
市民館などで配
布している他、
市HPで も 公 開
中です。 総務企画局シティプロモー
ション 推 進 室 ☎200-2281 200-
3915。

「KAWASAKIしんゆり映画祭」
ジュニア映画制作ワークショップ参加者

　プロの指導で映画を作り、映画祭
で上映します。説明会に参加必須。

6～8月上旬の主に日曜 アートセ
ンター他 中学生20人程度 9,500
円。説明会･･･ ❶4月22日㈰❷5月
6日㈰、いずれも14時～16時（開場は
各15分前） ❶は中原市民館第4会
議室❷はアートセンターコラボスペー
ス 当日先着各20人。詳細はイベン

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。申し込み開始時間の記載のないものは8時半から
● 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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トHPをご覧ください。
　 KAWASAKIアーツ・映画祭事務
局☎953-7652（平日10時～18時）
953-7685 cinema-uma@siff.jp 
市民文化局市民文化振興室☎200-
2416 200-3248。
キャリアサポートかわさきの
就職準備セミナー参加者

　若者から中高年までを対象に、応
募書類の作成方法や面接対策など、
就職活動に役立つセミナーをコース
別に実施します。 5月～31年2月の
期 間で26回、9時 ～12時、13時 ～
16時 てくのかわさき 各回25人

4月25日9時から電話で予約専
用ダイヤル 0120-95-3087（平日
9時～17時）。[先着順]。※日程、内
容、申し込みの詳細は問い合わせる
か市HPをご覧ください。 経済労働
局労働雇用部☎200-2276 200-
3598。
「寺子屋先生」になりませんか
◎先生の募集…子どもの放課後学習
のサポートや体験活動の指導をしま
す。交通費程度の謝礼あり。
電話かメールで教育委員会生涯学習
推進課☎200-3309 200-3950
88syogai@city.kawasaki.jp ［選考］
◎養成講座… ❶5月23日～6月13
日の水曜❷6月20日～7月11日の水
曜、いずれも9時半～11時半（寺子屋
の見学は午後）、全4回 ❶は麻生市
民館❷は幸市民館 全回参加できる
各30人 ❶は5月9日❷は6月6日
までに電話、FAX、HPで市生涯学習
財団☎733-6626 733-6697。 [抽
選]
パラアート推進公募型事業委託

　障害の有無にかかわらず誰もが文
化芸術活動に取り組める事業を募集
します。上限20万円の委託料あり。
対象･･･6月～31年2月に実施するも
の。募集数･･･4件程度。 5月10
日17時までに必要書類を直接か郵送
で〒210-0007川崎区駅前本町12-1
市 文 化 財 団 ☎222-8821 222-
8817。［選考］。※詳細は市HPか市文
化財団HPをご覧ください。
市民アンデパンダン展の作品

　絵画、書道、写真の展示会への
出展作品。対象…市内で創作活動を
している15歳以上の人。出品料…１
部門2,000円。1人2点まで。出品に
関する規定などは申込書をご覧くだ
さい。展示期間・場所…6月26日～7
月8日、アートガーデンかわさき。

5月31日（必着）までに申込書を郵
送かHPで〒210-0007川崎区駅前本

町12-１市文化財団☎222-8821
222-8817。※申込書は区役所、市
民館などで配布中。
成人式を盛り上げるサポーター

　31年1月14日㈷に開催する「成人
の日を祝うつどい（成人式）」の企画を
立て運営します。5月下旬～31年2月
の平日19時～21時と土・日曜の午前
か午後に全10回程度活動します。対
象…活動に参加できるおおむね16～
25歳の人。 6月1日（必着）までに
必要事項とメールアドレス（ある場合）、
成人式について思うこと（簡潔に）を
記入し直接、ハガキ、FAX、市HP、
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
「かわさき健

けん

幸
こう

福寿プロジェクト」
の参加者

　要介護状態の改善・維持に取り組み
ます。参加者には記念品を贈呈しま
す。対象･･･市内在住で要介護認定
を受けている人と市内の介護保険事
業所。実施期間･･･7月1日～31年6
月30日。  6月30日（必 着）まで
に、ケアマネ事業所を通して申込書を
郵送で〒210-8577健康福祉局高齢
者事業推進課☎200-2454 200-
3926。 ※申込書は市HPからダウン
ロードできます。

アクアウオーク
　水中での歩き方をマスターします。

月曜と水曜（祝日を除く）、13時～
13時15分 市民プラザプール 高
校生以上、当日先着各15人 要プー
ル利用料(500円) 市民プラザ ☎
857-8818 866-0382。
サーキットエアロ

　エアロビクスと筋トレを組み合わせ
たエクササイズです。 6月27日ま
での水 曜、9時 半 ～10時 半(開 場9
時) 青少年の家 16歳以上、当日
先着各20人 500円 青少年の家
☎888-3588 857-6623。
救命講習会

◎心肺蘇生法講習… ❶5月9日㈬
10時～11時半 中原消防署 400
円 40人。
◎上級救命講習… ❷5月12日㈯
9時～18時 川崎消防署 1,000円

30人。
◎普通救命講習Ⅰ… ❸5月13日㈰
9時 ～12時 ❹5月16日 ㈬13時 半 ～
16時半❺5月20日㈰9時～12時 ❸
❺は川崎消防署❹は中原消防署 各
800円 各30人。
　 ❶は4月25日❷は4月27日❸
は5月1日❹は5月2日❺は5月7日、い
ずれも9時から電話で消防局救急課☎
223-2627 223-2619。[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。 5月10
日～6月28日の木曜、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、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（1,600
円） 4月30日（必着）までにテニス
経験とラケットレンタルの有無も記入
し往復ハガキ、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]

手話入門講習会
　 5月15日～6月26日の火曜、18
時半～20時、全7回 北部身体障害
者福祉会館 30人 5月8日17時
までに直接、電話、FAXで北部身体
障害者福祉会館☎811-6631 811-
6517。[抽選]
日本女子大学の特別講演会

　渡壁煇氏（音楽監督）を講師に、ク
ラシック音楽の魅力を紹介します。
5月19日㈯13時半～15時 日本女
子大学生涯学習センター・西生田（読
売ランド前駅徒歩15分） 前日（必
着）までにハガキ、FAX、HPで〒214-
8565多 摩 区 西 生 田1-1-1日 本 女
子大学生涯学習センター・西生田☎

952-6961（平日9時～17時） 952-
6962。［事前申込制］ 教育委員会生
涯学習推進課☎200-3304 200-
3950。
災害時看護支援
ボランティアナース養成講座

　災害時に避難所などで医療救護や
相談支援をする方法を学びます。 5
月24日㈭10時～16時半 ナーシン
グセンター 看護職の免許がある人、
30人 4月25日から申込用紙を
直接、FAX、メールで市看護協会☎
711-3995 711-5103 kenshu@
kawa-kango.jp ［先着順］。※申込書
は区役所、市民館などで配布中。
家庭介護教室

「安全な車いすの移動・移乗」
　車いすの操作体験もあります。 5
月29日㈫13時半～16時半 高齢社
会福祉総合センター 市内在住の15
人 4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］
思春期の子どもの心の健康を
考える家族の集い

　思春期の子どもをどう支えていくか
を共に考え、体験談や苦労を伝え合
います。 5月30日～6月27日の水
曜（6月13日を除く）❶10時～12時❷
14時～16時、全4回 総合自治会
館 市内在住で全回参加できる中学・
高校生の家族、❶❷各10人 5
月7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］

「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

　同センターは、31年2月に高津区蟹ケ谷から中原区上平間に移転し、「動
物を通じて誰もが集い、憩い、学べる交流施設」として生まれ変わります。

　いずれも 〒213-0025高津区蟹ケ谷119市動物愛護センター
☎766-2237 798-2743

新動物愛護センターの
愛称などを募集します

新センターの愛称
　市民の皆さんに親しみを
持ってもらえる愛称を募集
します。詳細は市HPをご覧
ください。 5月1日～31
日（消印有効）に応募用紙
を直接、郵送、FAXかハガ
キ（愛称と説明も記入）で。
[選考]。※応募用紙は5月
1日から同セン
ター、区役所な
どで配布。

ネーミングライツパートナー
　市民交流エリアの研修室など8部屋に愛
称として法人の名称や商品名（ブランド名）
などの名前をつけてくれるネーミングライ
ツパートナーを募集します（有料）。 5月
18日（消印有効）までに申込書を直接か郵
送で。[選考]。※詳細は市HPか同センター
で配布中の案内・申込書をご覧ください。

展示風景

5月1日から
市HPでも
応募できます



生田緑地ばら苑
春の一般開放

皆さんに親しまれて60年

　生田緑地ばら苑が、開苑から60周年を迎えます。
　色とりどりの約530種約4,700株が香り高く咲き誇りま
す。広い苑内は散策にも最適。暖かな春の一日、ピクニッ
ク気分で出掛けてみませんか。
5月10日～27日、平日10時～16時半、土・日曜9時～

16時半（いずれも入苑は16時まで）
※5月19日㈯には60周年記念コンサートも（❶11時半から❷12時半から❸14時半から❹15時半から）。詳細は
お問い合わせください
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

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

　 6月5日～7月3日の火曜、10時
～12時、全5回 南部身体障害者福
祉会館 20人 648円 5月25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］
日商簿記3級検定資格取得講座
　経理職を目指す、ひとり親家庭の
父母か寡婦が対象です。 6月9日～
11月10日の土曜、9時半～12時半、
全20回 母子・父子福祉センター
市内在住で全回参加できる15人。※
保育あり（1歳～小学2年生、先着10
人、要予約） テキスト代は別途
5月17日（必着）までに応募理由と保育
の有無も記入しハガキで〒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］
バーベキュー
初級インストラクター講習会
　バーベキューに関する知識や実技
を学び、検定（筆記試験）を受けます。
合格者には後日、認定証を郵送しま
す。 6月16日㈯❶9時半～13時❷
13時半～17時。荒天中止 黒川青
少年野外活動センター 18歳以上、
各40人 9,800円（市外在住の人は
10,800円） 5月7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］

日本民家園の催し
◎草バッタをつく
ろう！～草玩具体
験…シュロの葉を
使って本物そっく
りのバッタなどを
作ります。ボラン
ティアが丁寧に作
り方を教えます。

4月30日㈷、5月4日㈷、10時 ～
12時、13時～15時。荒天中止。材
料がなくなり次第終了。
◎お茶会…古民家で、おいしいお菓
子と抹茶を味わえます。普段着で気
軽に参加できるお茶会です。 5月3
日㈷10時半～15時。雨天中止 当
日先着100人 300円。
◎特別公開「旧船越の舞台」…江戸時
代末期に建てられた本格的農村歌舞
伎舞台（国指定重要有形民俗文化財）
の内部を、ボランティアの解説付き
で公開。 5月19日、20日、26日、
27日、6月2日、3日の土・日曜、10
時半～15時。荒天中止。
　いずれも 日本民家園 要入園料
日本民家園☎922-2181 934-

8652。
こどもプラネタリウムまつり
　ゴールデンウイーク中は、子ども向
け番組を中心に1日5回投影します。
5月3日㈷～6日㈰❶10時半から…

子ども向け投影「生まれたときの光～
ぷりんちゃんのぼうけん」❷12時から
…子ども向け投影「ももんがさんとお
ほしさまじゅーす」❸13時から…一般
投影「世界の星空」❹14時半から…子
ども向け投影「南半球へ行こう‼」❺
15時半から…フュージョン投影「宇宙
の姿を求める旅」（いずれも当日9時半
からチケットを販売） かわさき宙

そら

と緑
の科学館プラネタリウム 当日先着
各200人（フュージョン投影は132人。
就学前の子どもは保護者と参加） 一
般400円、65歳以上と高校・大学生
200円 かわさき宙と緑の科学館☎
922-4731 934-8659。
地域とともに歩む精神保健福祉
　川崎市精神保健福祉家族会連合
会あやめ会の設立50周年記念式典と
シンポジウム。ミニコンサートも。
5月14日㈪13時～16時半 総合自
治会館 250人 4月25日から申
込書をFAXで川崎市精神保健福祉
家族会連合会あやめ会☎813-4555

（月・金曜10時～16時） 050-3342-
6641。［先着順］。※空きがあれば当
日先着で入場可。申込書は区役所な
どで配布中 健康福祉局精神保健課
☎200-3608 200-3932。
市民プラザのイベント
◎フリーマーケット…掘り出し物を安
く楽しく探せます。 5月20日㈰10
時～15時。
◎科学実験ショー「おうちでサイエン
ス」…東芝未来科学館から講師を迎
え、身近な物を使って家でもできる不
思議な実験を紹介します。 6月9日
㈯、11時～11時45分、13時45分～
14時半 小学生、各100人 5月
18日（必着）までに希望時間、学年、保
護者見学の有無、「市政だよりを見た」も
記入し往復ハガキで。［抽選］
　 〒213-0014高津区新作
1-19-1市民プラザ☎888-3131
888-3138。
ユニセフ・ラブウオーク
inかわさき

　楽しく歩きながら、参加費を開発
途上国の子どもを支援する募金として
役立てます。新緑コース、ばら苑

えん

散
策コース、チームエントリーコースの
３コースから選択。 5月20日㈰9時
半～13時半。雨天中止 生田緑地
小学生以下は保護者と参加 大人

500円、18歳未満200円 電話、
FAX（希望コース、代表者の必要事項、
全員の氏名・年齢を記入）、HPで県ユ
ニセフ協会☎045-334-8950（日曜、
祝日を除く10時～17時） 045-334-
8951。[事前申込制] 総務企画局
庶務課☎200-2366 200-3746。
聴覚障害者情報文化センター
まつり
　聴覚障害議員による講演会、相談
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コーナー、福祉機器展、作品展、手
話ダンス、手話・要約筆記体験コー
ナー、模擬店など。ろう者と聴者が
共に作る人形劇団「デフ・パペットシア
ター・ひとみ」のパフォーマンス企画も
あります。 5月27日㈰10時～15時

聴覚障害者情報文化センター☎
798-8800 798-8804。
等々力サッカーフェスタ

　川崎フロンターレによるサッカー教
室とイベントを実施します。 6月2日
㈯10時半～16時。荒天中止 等々
力陸上競技場 小学生、400人
5月7日までに学年、保護者氏名

と続柄も記入しFAXかHPで川崎フロ
ンターレ☎0570-000-565 813-
8619。［抽選］
週末チャレンジクラブ
　1年間を通して、同じメンバーで
さまざまな自然体験活動を共にしま
す。 ❶6月3日㈰…ウエルカムチャ
レンジ❷7月8日㈰…アドベンチャー
ツアー❸9月8日㈯～9日㈰…宿泊体
験・野外炊事❹12月8日㈯～9日㈰…
ツリークライミング❺31年2月3日㈰
…ファイナルパーティー、全5回（天
候などにより変更の場合あり） 青
少年の家 小学4～中学3年生、30
人 15,000円 4月25日から直
接、FAX、HPで青少年の家☎888-
3588 857-6623。［先着順］。※詳
細は問い合わせるか区役所などで配
布中のチラシをご覧ください。
「トゥレット症」の基礎的理解と
支援のあり方
　意図しないのに体が動いたり声が
出たりするため誤解されることが多
い「トゥレット症」について、セミナー、
映画上映、意見交換などで理解を深
めます。 6月10日㈰14時～16時
市役所第4庁舎 100人 100円
4月25日9時からHPかメールでトゥ

レット友の会 tourettefriends@
yahoo.co.jp ［先着順］ 健康福祉
局障害計画課☎200-0871 200-
3932。

5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）

入門点字講習会

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）


