
ミューザファンの菊池さん夫妻

“響きの魔法”がホールの魅力！
どの席に座っても、

音が体に染みわたるような
音響が最高ですね。

場所　ミューザ川崎シンフォニーホール（JR川崎駅中央西口直結）
☎520-0200（10時～18時） 520-0103

迫力あるサウンドに森山良子＝写真＝の感
動的な歌声がマッチした、究極のオーケスト
ラポップス！　初心者にもおすすめです。

①小川典子ピアノ・リサイタル（9月29日㈯ 14時開演、ミューザ川崎シンフォニーホール）招待券ペア５組
②図書カード（1,000円券）5人　応募方法は４面欄外へ！

首都圏10のオーケストラが川崎に集結！

８/１（水）本格オーケストラを、手頃な入場料金で
●1公演2,000～4,000円中心
●25歳以下は対象の公演が半額に

チケット販売中！
※

サマーミューザ 検索詳細は区役所などで配布中のパンフレットかHP

公演スケジュール …夜公演 ※特に記載のない限り、未就学児は入場できません。その他、昭和音楽大学（新百合ケ丘）での出張公演もあります

※完売の場合はご了承ください

7/21㈯ 東京交響楽団オープニングコンサート 8/1㈬ 読売日本交響楽団 8/10㈮ 東京ニューシティ管弦楽団

7/22㈰ 新日本フィルハーモニー交響楽団 8/3㈮ 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 8/11㈷ 鈴木雅明パイプオルガン・リサイタル

7/24㈫ 東京フィルハーモニー交響楽団 8/4㈯ ＮＨＫ交響楽団 8/12㈰ 東京交響楽団フィナーレコンサート

7/27㈮ 洗足学園音楽大学 8/5㈰ 東京都交響楽団 こどもフェスタ2018　（4歳から入場可）

7/28㈯ サマーナイト・ジャズ 8/8㈬ 昭和音楽大学 7/31㈫ かわさきジュニアオーケストラ発表会

7/29㈰ 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 8/9㈭ 日本フィルハーモニー交響楽団 8/11㈷ 小川典子の「イッツ・ア・ピアノワールド」

シネマ＆ポップス
読売日本交響楽団　
15時開演

アンケートに答えて
プレゼントをゲット！

PICK UP

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：151万5,142人（前年同月比13,445人増）　世帯数：72万6,930世帯
川崎市のデータ（平成30年6月1日現在）

2018
JUNE

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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「市総合計画 第2期実施計画」
冊子の閲覧・販売

　3月に策定した総合計画の冊子を
各区市政資料コーナーなどで閲覧で
きます。情報プラザ、高津区役所、
麻生区役所では購入（700円）もでき
ます。 総務企画局企画調整課☎
200-2550 200-0401。
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７月10日㈫10時ごろに決定。
窓口販売は11～25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。
身体障害者手帳の認定基準変更

　7月から視覚障害に関する基準が変
わります。詳細は､ 問い合わせるか市
HPをご覧ください。 健康福祉局障
害者更生相談所☎811-0091 811-
0161。
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をお

受けします。 毎月1回土曜、9時半
～11時半。1回30分程度 ナーシン
グセンター 予約制。随時､ 電話
で市看護協会☎711-3995(平日9時
半～16時半） 711-5103
養育里親説明会

　さまざまな事情により家庭で暮ら
すことができない子どもを、一定期
間、家庭に迎え入れる養育里親につ
いて。 7月21日㈯14時～15時半

高津市民館 10人 6月25日9
時から電話かメールでキーアセット☎
948-9146(平日9時～18時) 948-
9147 info@keyassetsnpo.jp 
[先着順] こども未来局こども保健
福祉課☎200-2929 200-3638。
敬老祝品の贈呈

　対象…30年9月15日時点で満88
歳と満99歳以上で､ 市内に１年以上
住んでいる人。カタログを7月中に
送付しますので品物を選び申し込ん
でください。 健康福祉局高齢者在
宅サービス課 ☎200-2620 200-
3926。
介護資格を取得して
介護保険事業所で働こう

　介護職員初任者研修を受講し、市
内の介護事業所で働くまでの支援を
します。まずは説明会にご参加くださ
い。

　説明会の申し込み・ 各開催日の
前日17時半までに電話、FAX、メー
ル、HPでシグマスタッフ 川崎介護人
材事務局☎045-548-6494（9時～17
時半） 045-534-6490 kawasaki-
kaigo@sigma-staff .co.jp [事前申込
制] 健康福祉局高齢者事業推進課☎
200-2652 200-3926。
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。保育施設を運営する20の事
業者から直接話が聞けます。履歴書、
申し込み不要の気軽な相談会。賞品
が当たる抽選会も。 7月10日㈫13
時～16時 ミューザ川崎シンフォニー
ホール こども未来局事業調整・待機
児童対策担当☎200-3705 200-
3933。※詳細は市HPをご覧ください。
かわさき看護ジョブフォーラム

　看護師の資格を持ちながら就労し
ていない人や看護学生などを対象に、
資格を生かせる活動の場を紹介しま
す。個別相談会も。 ❶7月11日㈬
❷25日㈬、いずれも13時半～16時

❶は新百合トウェンティワンホール
(新百合21ビル地下2階)❷は高津市
民館大会議室 市看護協会☎711-
3995 711-5103。
公園屋外プールオープン

　大師（大人･児童）、小倉西･平間･
稲田（児童）の各プールをオープンしま
す。 7月10日 ～8月31日、9時 ～

17時（入場は15時半まで） 15歳以
上300円、3歳～中学3年生100円。

建設緑政局みどりの企画管理課☎
200-2394 200-3973。※就学前
の子どもは18歳以上の付き添いが必
要（1人につき幼児2人まで）。おむつ
が必要な幼児はプールに入れません。
高津図書館の休館

　7月2日㈪は施設点検のため休館し
ます。 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）。 7月13日
㈮、9時～12時､ 13時～16時 中
原区役所 市民オンブズマン事務局
☎200-3691 245-8281。

つつじ杯・つばき杯～市ママさん
バレーボール大会参加チーム

　 9月9日㈰、 会 場により8時15
分、45分、9時集合 とどろきアリー
ナ他 監督・副監督・マネジャー各１人
と市内在住の女性(参加資格に条件
あり)12人以内のチーム。9人制。詳
細は申込書をご覧ください １チーム
5,000円 7月13日(必着)までに
申込書を郵送で〒210-8577市民文
化局市民スポーツ室☎200-3245
200-3599。※申込書は区役所、市
民館などで配布中。市HPからもダウ
ンロードできます。
地域緑化推進地区

　自主的な緑化活動に取り組む地区
に、計画案の作成や花苗などの支援
をします。対象…区域面積がおおむ
ね10,000㎡以上ある町内会・自治会
など。募集数…4地区。 9月28
日（必着）までに申請書を直接か郵送で
〒210-8577建設緑政局みどりの協

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

市職員募集

試験日…9月23日㈷高校卒程度・資格免許職
試験区分 資格 受付期間

❶行政事務、消防士
❷保育士、栄養士、臨床検
　査技師、学校栄養職

❶平成 9 年 4 月 2 日
～ 13 年 4 月 1 日 に
生まれた人
❷平成元年 4 月 2 日
以降に生まれた人

電 子 申 請：7 月
17 日 9 時～ 8 月
10 日 17 時（ 受
信有効）

身体障害者 　試験日…9月23日㈷
試験区分 資格 受付期間

行政事務
昭 和 59 年 4 月 2 日 ～ 平
成 13 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

電子申請：7 月 17 日 9 時～ 8
月 10 日 17 時（受信有効）
郵送：7 月 17 日～ 8 月 7 日（消
印有効）に簡易書留で

　いずれも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。
　 人事委員会任用課☎200-3343 222-6449。[選考]

花火大会をゆったりと鑑賞しませんか

市制記念多摩川花火大会

パイプいす席5,000円、ペ
アシート（2人まで）13,000円、
ファミリーシート（4人まで）
20,000円。席不要の3歳未満
の子どもは人数に含めません。
他に上野毛会場あり。料金な
どはお問い合わせください

川崎会場は7月9日12時か
ら、上野毛会場は17日10時
から電話で販売事務局☎045-232-4922か、チケットぴあ☎0570-02-
9999(Pコード川崎会場：639-310、上野毛会場：639-311）。イープラス、
チケットぴあ、楽天チケットのHPからも申し込めます。［先着順］

経済労働局観光プロモーション推進課☎200-2329 200-3920

高津区二子橋～第三京浜道路・多摩川河川
敷(二子新地駅徒歩15分、高津駅徒歩25分)

協賛金…1口30,000円。場内アナウンスで氏名とメッセージを紹介、
有料協賛席に招待（1口で2人）。募集枠…5枠

8月24日（必着）までに申込書を郵送かFAXで〒210-8577経済労働
局観光プロモーション推進課☎200-2329 200-3920。[抽選］。※政
治・宗教的な内容や個人・団体などを中傷するような内容は受け付けませ
ん。申込書は同課と市観光協会（産業振興会館内）で配布中

メッセージ花火募集

有料協賛席を販売

説明会日時 開催場所
6 月 29 日㈮
14 時～ 15 時半 すくらむ 217 月 5 日㈭
10 時～ 11 時半
7 月 3 日㈫
14 時～ 15 時半

QOL アカデミー
（川崎駅東口徒歩
5 分 )

7 月 6 日㈮
10 時～ 11 時半
7 月 11 日㈬
14 時～ 15 時半

18時～19時
荒天中止

10月13日㈯
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働推進課☎200-2380 200-7703。
［選考］。※申請書、選定要領は7月
2日から同課、市公園緑地協会で配
布。市HPからもダウンロードできます。

相続・空き家対策成功例セミナー
　相続による空き家問題解決のヒント
を具体例で聞き、対応策などについて
学びます。 7月7日㈯13時～14時（開
場12時45分） 川崎商工会議所会議
室6番（川崎駅北口東徒歩1分） 当日
先着15人 セミナー後の無料個別
相談を希望する場合は電話かFAXで
住友不動産☎0120-241-386（9時～
18時） 03-3346-1549 まちづく
り局住宅整備推進課☎200-2253
200-3970。
救命講習会

◎上級救命講習… ❶7月11日㈬❷
21日㈯、いずれも9時～18時 ❶は
高津消防署❷は多摩消防署 各30
人 各1,000円。
◎応急手当普及員再講習… ❸7月
28日㈯9時～12時 消防局 前回
の講習から3年以内の人、30人
2,500円。
　 ❶6月27日❷7月6日❸7月13
日、いずれも9時から電話で市消防
防災指導公社☎366-2475 272-
6699。[先着順]
井田病院市民公開講座

　胃がん内視鏡治療の最前線につい
て。食道がん、咽頭がんも含めて、
分かりやすく説明します。 ７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。
シールで学ぶ川崎の地名＆
夏休み宿題相談

　地名シールを使って地域の地名や
歴史を学びます。また、郷土の歴史･
地理の宿題相談に応じます。 ７月
21日～8月5日、10時～11時半、14
時～15時半 てくのかわさき 小学
3～高校3年生、各１組（小学生は、な
るべく保護者同伴） 7月1日9時か
ら電話で地名資料室☎812-1102
812-2079。［先着順］
マンション管理基礎セミナー

　大規模修繕工事実施のポイントに
ついて。 7月22日㈰13時半～16
時 エポックなかはら 150人 6
月27日9時から電話で市まちづくり公
社ハウジングサロン☎822-9380
819-4320。[先着順]
女性のマネジメント力
ステップアップセミナー

　仕事の進め方や女性の働き方につ
いて。 7月25日、9月19日、10月
3日、24日、11月21日 の 水 曜、15
時～17時、全5回 すくらむ21
就業中で、全回参加できる女性20
人 6月25日9時 から 直 接、 電
話、FAX、HPで、すくらむ21☎813-

0808 813-0864。[先着順]
夏休みものづくり体験教室

　陶芸、生け花、食品サンプル作りな
ど、全７講座。詳細は同施設のHPを
ご覧ください。 7月28日～8月4日

てくのかわさき 8～40人。 6
月25日から電話、FAX、HPで、てく
のかわさき☎812-1090 812-1117。

［先着順］
来館者10万人突破記念！かわさき
エコ暮らし未来館 夏の環境教室

◎記念感謝祭…発電体験や紙すき体
験など自由参加のイベント多数。シャ
トルバス運行も。 7月27日㈮10時
～16時。
◎環境教室…ソーラークッカー作りな
どの工作や実験を通して環境につい
て学びます。 7月27日㈮、8月4日
㈯、11日㈷、18日㈯ 小学生以上、
各20人 7月1日9時から電話で。［先
着順］
　 かわさきエコ暮らし未来館☎
223-8869 287-9604。※詳細は
区役所などで配布中のチラシか同館
HPをご覧ください。
北部市場おやこ花育教室

　観葉植物を使った丸玉アレンジメン
ト作りと模擬せり体験。 7月28日㈯、
9時～11時半、13時～15時半 北
部市場 小学生と保護者、各60人程
度 子ども1人と保護者1人で1,000
円、子どもが1人増えるごとに500円
追加 7月17日（必着）までに申込書
を直接、郵送、FAX、市HPで〒216-
8522宮前区水沢1-1-1北部市場☎
975-2219 975-2242。［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。
家庭介護教室「排

はいせつ

泄介護」
　ベッド上からポータブルトイレへの移
動方法や、おむつの使い方など。 8
月2日㈭13時半～16時半 高齢社会
福祉総合センター 15人 6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］
成年後見制度研修

　制度の基礎知識を学びます。 8
月4日㈯13時半～16時半 エポック
なかはら 40人 7月2日～27日
(必着)に申込書を郵送か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]。※申込書は区役所、
市内の社会福祉協議会などで配布中。
子育て支援員研修

　保育や子育ての仕事で必要な知識
と技術を習得できます。修了後は子育
て支援員として認定されます。 市内
開催は9月3日～28日。31年1月まで
県内各所で開催します。詳細は市HP
をご覧ください カルッツかわさき他

市内開催分は7月2日～31日（消
印有効）に申込書を郵送、FAX、HPで
〒150-0012東京都渋谷区広尾5-6-6
広尾プラザ5階ポピンズ☎03-3447-

5826（平日9時～18時） 03-3447-
2182。［抽選］。※申込書は区役所、
市民館などで配布中 こども未来局
企画課☎200-2211 200-3190。

ミューザの日
　東京交響楽団によるコンサート、ト
レインフェスタなど。 7月1日㈰10
時～16時（コンサートは14時開演。チ
ケット販売中） ミューザ川崎シン
フォニーホール☎520-0100 520-
0103。
川崎食支援交流会

　「食べることは生きること。おいしく
食べつづけるために」をテーマにした
講演会。 7月1日㈰12時半～15時
半（開場11時半） 高津市民館大ホー
ル 当日先着600人 特別養護老人
ホーム等々力☎753-2260（9時～18
時） 753-2261。健康福祉局健康
増進課☎200-2451 200-3986。
めぐみちゃんと家族のメッセージ
～写真展

　拉致被害者・横
田めぐみさんの
父・滋さんが撮影
した「めぐみさん
と家族」の写真などを展示。 7月3
日㈫～7日㈯、9時～17時（7日は12
時まで） 明治大学生田キャンパス中
央校舎1階(生田駅南口徒歩10分)
市民文化局人権・男女共同参画室☎
200-2688 200-3914。
市民プラザのお祭り

◎七夕まつり…ササに願い事を書い
た短冊を飾ります。コンサートやバルー
ンショーも。 7月6日㈮17時半～
19時15分（開場17時）。
◎プラザの縁日…スーパーボールす
くい、ラムネ販売、「七夕飾り」を題材
にしたワークショップ（10時から受け
付け、参加費300円）など。 7月7
日㈯10時～15時。
　いずれも 市民プラザ☎888-
3131 888-3138。
科学館と民家園で七夕体験

　プラネタリウムを見てオリジナル短
冊をもらい、民家園でササに飾ります。
ミニササのプレゼントも。 7月7日
㈯❶12時、14時半…プラネタリウム
投影❷11時～14時…七夕飾り付け。
❷は荒天中止 ❶は、かわさき宙

そら

と
緑の科学館プラネタリウム❷は日本
民家園 200人 高校生以上は要観
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。[先着順]
インターナショナル･
フェスティバルinカワサキ

　外国人アーティストによるステージ、
展示、世界の料理や文化体験など。
100団体、30カ国以上の国や地域が
参加。 7月8日㈰10時～16時半
国際交流センター 市国際交流協会
☎435-7000 435-7010。

　手話や朗読を体験し、障害がある人
への理解を深めます。 7月24日㈫、
25日㈬、26日㈭、10時～11時半、全
3回 多摩川の里身体障害者福祉会館

全回参加できる小学生、20人 6
月29日9時から直接、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］
夏休み川崎港見学会

　巡視船「あおぞら」乗船、自動車専用
船の見学、川崎マリエンと東扇島東公
園の散策など。 7月25日㈬、8月8
日㈬、24日㈮、9時半～15時半。荒
天中止 小学生と保護者、各日20組
40人。 6月29日（必着）までに希望
日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☎
287-6011 287-6012。［抽選］
夏休み!ゼロエミ･ものづくり見学ツアー

　臨海部の工業団地を見学し、環境･
資源循環について学びます。 7月
26日㈭、8月8日㈬、10時から 川
崎ゼロ･エミッション工業団地 小学
5・6年生と保護者、各日20組40人

7月1日（必着。メールは12時）ま
でに希望日と学年も記入しハガキ、
FAX、メールで〒210-0866川崎区水
江町6-6川崎エコタウン会館☎299-
5374 299-5371 ecotown@
bf.wakwak.com [抽選] 経済労働
局国際経済推進室☎200-2867
200-3920。
保育園職場体験プログラム

　高校生対象の保育士体験。 7月
25日㈬、26日㈭、27日㈮、8時45
分～12時 市内公立保育園 各5人

6月25日から市HPで、こども未
来局事業調整・待機児童対策担当課☎
200-3705 200-3933。[先着順]。
※詳細は市HPをご覧ください。
環境総合研究所のイベント

◎かわさき星空ウオッチング・夏inキ
ング スカイフロント…移動天文車で
夏の夜空を観察します。 7月27日㈮
19時半～21時。雨天の場合は8月3日
㈮に延期 小学生以上、70人（中学生
以下は保護者と参加） 7月13日まで。
◎夏休み環境科学教室…❶私たちの
暮らしと東京湾の水質を考える：川崎
港を船で巡った後、海のプランクトン
を観察します。 8月3日㈮9時15分
～15時45分。荒天中止。❷見えな
い空気を見てみよう：石炭などを燃や
した後のガスの測定実験を行います。

8月7日㈫、9時半～12時、13時
半～16時 小学4～中学3年生と保
護者❶40人❷各50人 ❶は7月20
日❷は24日まで。
　いずれも 各締め切り（必着）
までに希望日時、全員の氏名、子ど
もは学年も記入しハガキ、FAX、市
HP、メールで〒210-0821川崎区殿
町3-25-13環境総合研究所☎276-
9001 288-3156 30sojig@
city.kawasaki.jp ［抽選］

「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

小学生のための福祉交流学習



申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

　 いずれも平和館。
◎特別展「未来に託す戦

いくさ
世
ゆ

の記憶」…沖
縄戦の関連資料の展示、証言映像の
上映など。 7月28日～9月2日（月曜
と8月21日㈫を除く。8月6日㈪は開館）、
9時～17時 平和館☎433-0171
433-0232。
◎平和を語る市民のつどい…講演「沖
縄戦̶伝承者による証言̶」と東京交
響楽団メンバーによるミニコンサート。

8月4日 ㈯13時半 ～16時 230
人。保育（2歳～就学前）、手話通訳、
要約筆記あり（いずれも要予約） 7
月23日（必着）までに保育、手話通訳、
要約筆記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☎200-2316
200-3914。［抽選］
国際交流会

　留学生とクイズやゲームなどを楽
しみ、異文化理解を深めます。 7
月28日㈯13時～15時 外語ビジネ
ス専門学校（京急川崎駅西口徒歩1
分） 50人 7月20日までにメー
ルで外語ビジネス専門学校日本語科
☎244-3200 244-2277 info@
cbc.ac.jp ［抽選］ 教育委員会生
涯学習推進課☎200-3304 200-
3950。
キング スカイフロント
夏の科学イベント

　小学生の自由研究に役立つ内容を
中心に、子どもから大人まで楽しめ
る約40の体験コーナーなど。一部、
事前申し込みが必要。内容、申し込
み方法などの詳細は市HPをご覧くだ
さい。 8月1日㈬13時～16時 川
崎生命科学・環境研究センター（L

ライズ

iSE）
他（川崎駅中央東口からバス「キング
スカイフロント入口」下車徒歩2分）

臨海部国際戦略本部キングスカイフ
ロントマネジメントセンター☎276-
9209 277-2777。
夏休み水環境体験教室

　川崎の水環境の歴史を学び、川や
湧水地で水質や生き物を調べ、水環
境に親しみます。 ❶8月2日㈭
13時半～16時。麻生区役所に集合
❷8月8日㈬13時半～15時半。中原
区役所に集合。いずれも雨天縮小実
施 小学生以上、各日40人（中学生
以下は保護者と参加） 7月6日（必
着）までに区役所などで配布中の申込
書を直接、郵送、FAX、メール、ま
たは市HPで〒210-8577環境局水質
環境課☎200-2520 200-3922
30mizu@city.kawasaki.jp ［抽選］
かわさきスポーツパートナー
ボールゲームフェスタ

　トップ選手らと触れ合いながら、バ
レーボール、バスケットボール、サッ
カー、アメリカンフットボール、野球の
5種目を体験できます。 8月4日㈯
12時半～16時 とどろきアリーナ
小学生、200人 7月2日9時からFAX
かメールで高津総合型スポーツクラ
ブ セルフ 813-6532 takaspo@
ad.wakwak.com ［先着順］ 市民文
化局市民スポーツ室☎200-2257
200-3599。
川崎病院キッズセミナー

　手術、縫合、救命などを楽しく模
擬体験します。 8月4日㈯13時半
～16時半 川崎病院 市内在住の

小学5・6年生、30人
（保護者同伴）
7月7日（必着）までに
生年月日、学年も
記入し往復ハガキで
〒210-0013川崎区
新川通12-1川崎病院庶務課☎233-
5521 245-9600。［抽選］
多摩川カヌー教室

　カヌーの基礎知識、水上での操作
法、救急法などを学びます。 8月5
日 ㈰、8時50分 ～11時50分、12時
半～15時半。荒天･増水時は中止
多摩川丸子橋付近（新丸子駅徒歩15
分） 小学5年生以上で水に顔をつけ
られる人、各50人 1,000円 7
月9日（消印有効）までに希望時間、全
員（4人まで）の必要事項、カヌー経験
の有無、高校生以下は学校名･学年・
保護者氏名を記入し往復ハガキか市
HPで〒210-8577市民文化局市民ス
ポーツ室☎200-3245 200-3599。

［抽選］

夏休み親子でワクワク
鶴見川探検バスツアー

　源流保水の森散策、鶴見川の生物
調査体験など。 8月8日㈬9時～15
時50分。荒天の場合は10日㈮に延
期 淵野辺駅南口に集合 小学3年
生以上と保護者、45人 7月20
日17時までに全員の住所、氏名、年
齢（学 年）、FAX番 号（FAXの 場 合）も
記入しFAXかメールで鶴見川流域水
協議会☎967-6270 965-0040
mizumasu.tsurumi@ajiko.co.jp 

［抽選］ 建設緑政局河川課☎200-
2905 200-7703。
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　 8月11日㈷。1部…13時から。狂
言「痩

やせ

松
まつ

」、仕舞「天
てん

鼓
こ

」、能「半
はしとみ

蔀」。2
部…15時半から。狂言「清

し

水
みず

」、能「融
とおる

」
川崎能楽堂 15歳以上、各部148

人 各部4,000円、いずれも25歳以
下3,000円 7月4日9時から直接、
川崎能楽堂。［先着順］。※残席があ
る場合のみ同日12時から電話☎222-
7995かHPでも受け付け 市文化財
団☎272-7366 544-9647。
こども防災塾

　防災キャンプ体験などを通して、親
子で防災を学べます。 8月31日㈮
～9月1日㈯。荒天中止 東扇島中
公園（川崎駅中央東口などに集合、貸
し切りバスで移動） 小・中学生と保
護 者、100組 7月31日（消 印 有
効）までに全員の氏名と年齢（学年）も
記入し往復ハガキか市HPで〒210-
8577総務企画局危機管理室☎200-
2894 200-3972。［抽選］。※詳細
は市HPをご覧ください。
ミュージカル・ガラ・コンサート

　神奈川フィルハーモニー管弦楽団
が「レ・ミゼラブル」などミュージカルの
名曲をお届けします。 31年3月21
日㈷16時開演 カルッツかわさき
小学生以上、1,950人 Ｓ席6,500円、
Ａ席5,500円、Ｂ席4,500円、 い ず
れも25歳以下2,000円 6月30日
10時から直接か電話でカルッツかわ
さ き ☎222-5223 222-5122。［先
着順］

7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）

検索

かわさきイベントアプリ

かわさきのイベント情報は
アプリでチェック！

iOS Android

平和館の催し

　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.21 

車いすバ
スケット

ボール

チーム「川
崎WSC」　

山﨑 佳菜
子選手

　車いすバスケットボールは東京2020パラリンピック競技種目のひ
とつで、ゴールの高さなどのルールはバスケットボールとほぼ同じ。
川崎WSCは年齢も障害の程度もさまざまな約20人で活動し、イベ
ントや小学校での講習を通じた競技の普及にも取り組んでいる。

山
やまさき

﨑 佳
か

菜
な

子
こ

 選手　（23歳・2018年日本車いすバスケットボール連盟女子強化指定選手）

　川崎生まれ川崎育ちの山﨑選手は競技を始めて約2
年半。競技用車いすにはブレーキがなく、すべての動
作を素手でコントロールするため、手の皮がむけたり、
転んであざだらけになったりすることもあった。しかしト
レーニングを積むことで、激しく速いボールの奪い合い
にも勝てるようになり、今では「他のスポーツにはない、
激しいぶつかり合いが一番の魅力」だと笑う。
　4月からは川崎市の職員となり、市のPR部門を担当
している。東京2020パラリンピック出場を目指す彼女
にとって、仕事と競技の両立は楽ではないが「バスケも
仕事もどちらも精いっぱい頑張りたい。自らの経験を生かし、地元の川崎でパラスポーツ
を盛り上げていけたらうれしい」と力強く語ってくれた。

▼選手ごとにオー
ダーメードされる
マシンにも注目

▲新人職員としても奮闘中！
▲体育館には激しくぶつかり合う金属音が響き、
コートとの摩擦でタイヤが焦げる匂いが漂う

市定期能




