
　約1.5ヘクタールに625種、約2,900株のバラが咲き誇ります。世界
バラ会連合が「バラの殿堂」に認定した全１６種類も栽培されています。

（３０年６月時点、下写真はその一部）

募金の
お願い

　バラの育成や管理の向上などに役立てるための
「ばら苑募金」を、苑内で受け付けています。

1ピース　2アイスバーグ　3フラグラント・クロード　4グラハム・トーマス

ミニコンサート開催、ボランティア募集などの情報は

生田緑地ばら苑 検索

殿堂入りしたバラたち

1 2 3 4

大人気のガイドツアー
　約１時間で苑内を巡るガイドツアー（無料）は、その時期に見頃を迎えた花
壇を案内してくれる他、品種の誕生秘話や名前の由来、家で育てる際のこつ
なども教えてくれます。ガイドを務めるのはボランティアスタッフ。夏には草
取りをしたり、冬には、つるバラ作成のため枝をアーチに誘引したり、年間
を通じて苑を支えています。
　※ガイドツアーは11時からと14時からの原則1日２回ですが、変更の可能
性もあります

旬の香りをどうぞ！
　ガイドツアー前には苑内を回って、その日ごとに香り
のいいバラのつぼみを探します。春と秋に一般開放して
いますが、秋は春よりも全体的に香りが強めで、香りを
楽しむには午前がおすすめ。香りを８種類に分けプレー
ト表示していますので、お気に入りを見つけてください。 

ボランティア会
代表の
前山英二さん

春の一般開放
ガイドツアー
の様子

※この面に掲載しているバラは全て生田緑地ばら苑で撮影したものです

生田緑地ばら苑 
秋の一般開放

開苑
えん

60周年！

【時間】１０時～１６時
　　　（土・日曜は9時から。最終入苑は15時半）
【場所】多摩区長尾2-8-1他（旧向ケ丘遊園内）
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

10月11日（木）～
11月4日（日）日（日）

休苑日なし

アクセス
　向ケ丘遊園駅南口からバス「藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム」下車、徒
歩７分。または、同駅から徒歩20分。南口改札を出て左側の歩道を
進むと、川沿いに「ばら苑アクセスロード」があります。
　※駐車場は台数に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください

香り
たつ
バラ
をあ
なた
へ

入苑無料

044-200-3939 8時～21時（年中無休）
200-3900

2018
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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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人口：151万6,340人（前年同月比13,039人増）　世帯数：72万7,445世帯
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市国民健康保険
35～39歳健康診査の受診
　35～39歳の加入者を対象とした
健康診査を、10月から31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31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
局健康増進課 200-3986
たばこ税の改正
　10月1日から、たばこ税関係法令
の改正で、たばこ税の税率が引き上
げられます。詳細は市HPで。 川
崎南税務署☎222-7531、川崎北税
務署☎852-3221、川崎西税務署
☎965-4911。各県税事務所。かわ
さき市税事務所法人課税課☎200-
3965 200-3908
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
5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
遺言・相続などの無料相談会
　公証人が相談に乗ります。1人30
分程度。 10月1日㈪13時～16時
（受け付け12時） 高津区役所2階
地域振興課 当日先着6人 市民文
化局市民活動推進課☎200-2349
200-3800
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5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
住まいのリフォーム･
リノベーション講習会
　耐震化・バリアフリー化リフォーム、
ブロック塀の安全点検のポイントを解
説します。相談会(先着5人)も。
10月20日㈯10時～12時20分 エ
ポックなかはら 80人（空きがあれば
当日先着でも参加可） 9月25日
10時から電話、相談会参加の有無も
記入しFAX、メールで、かわ住ネット
☎753-0028 (平日10時 ～16時)
753-0029 info@kawajyu.net 
［先着順］ まちづくり局住宅整備推
進課☎200-0517 200-3970
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㈬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
敬老入浴デーが木曜日に変わります
　10月から変更します。市内公衆浴
場で福寿手帳の「入場優待券」を提示
すると半額で入浴できます。 健康
福祉局高齢者在宅サービス課☎200-
2651 200-3926
「かわさき家庭と地域の日」を設定
　市立学校（一部を除く）が10月9日㈫
に休校となります。平日に親子で体験
活動などのできる機会になることが期
待されており、これに伴い「日本民家
園」「かわさき宙

そら

と緑の科学館」「岡本
太郎美術館」が、臨時開業します。
教育委員会指導課☎200-3290
200-2853
保育のお仕事就職説明会
　保育の仕事を探している人を対象
に町田市との合同で開催します。履
歴書、申し込み不要。景品の当たる
抽選会や、川崎・町田市銘産品のカ
フェコーナーも。 10月13日㈯13
時～16時（受け付け12時45分） 町
田市文化交流センター（JR町田駅町
田ターミナル口直結） こども未来局
事業調整・待機児童対策担当☎200-
3705 200-3933
高津図書館の休館
　10月1日㈪、22日～11月1日は、
施設点検と工事のため、臨時休館し
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）。 10月12日
㈮、9時～12時、13時～16時 麻
生区役所会議室 市民オンブズマン
事務局☎200-3691 245-8281

市民意見（パブリックコメント）
　「都市公園における公募設置管理
制度、保育所等の占用にかかる川崎
市都市公園条例の一部改正等につい
て」の市民意見。提出・ 10月5日(消
印有効)までに必要事項と意見を直
接、郵送、FAX、市HPで〒210-8577
建設緑政局みどりの企画管理課☎
200-2394 200-3973 ※いずれ
も書式自由。資料は区役所、市HPな
どで公開中。
市職員(助産師・看護師)
　資格・人数…昭和34年4月2日以降
生まれで、採用日までに必要な免許

を有するか取得見込みの80人程度。
選考日…10月21日㈰。 10月5
日(消印有効)までに直接か、封筒の
表に選考区分を朱書きし簡易書留で
〒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。
多摩病院運営協議会モニター会議
市民委員
　病院の運営に関し協議する委員。
資格…20歳以上で市内在住1年以上
の多摩病院の患者、家族、ボランティ
ア(市職員、市指定管理者、市付属
機関の委員を除く)。人数…2人。任
期…就任した日～32年3月31日
10月11日(消印有効)までに申込書を
直接か郵送で〒210-8577病院局経
営企画室☎200-3861 200-3838 
[選考]。※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。
ごえん楽市（かわさきボランティア・
市民活動フェア）出展団体

　パネル展示、体験企画などで活動
紹介をする市民活動団体。 31年2
月2日㈯10時～16時 かわさき市民
活動センター、中原市民館 10月
19日(必着)までに申込書を直接、郵
送、FAX、メールで〒211-0004中
原区新丸子東3-1100-12かわさき
市民活動センター☎430-5566
430-5577 suisin@kawasaki-
shiminkatsudo.or.jp [抽選]。※申
込書は区役所、市民館、同センター
などで配布中。
「新成人代表スピーチ」発言者
　31年1月14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10年4月2日～
11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）と必
要事項、生年月日、性別、携帯電話
番号、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]。※詳細は市HPで。

　女性の活躍推進に積極的に取り
組む市内の中小企業の中から認証し
ます。認証マークの名刺などへの使
用、認証企業であることのPR、公共
調達の受注機会の拡大(31年度から）
などのメリットがあります。 11
月15日までに市HPから申請書をダウ
ンロードし直接、市民文化局人権・男
女共同参画室☎200-2300 200-
3914 ※説明会を9月25日㈫、10
月11日㈭、13時から川崎フロンティ
アビル9階（川崎駅北口徒歩1分）で
開催。認証要件など詳細は市HPで。
市スポーツ協会70周年記念
スポーツ写真コンテスト作品
　テーマはスポーツに関するもの。
入賞者は式典での表彰や広報誌に
掲載｡ 副賞もあります。詳細は協会
HPで。 10月1日～11月26日に
写真データを入れたCDを直接か郵
送、データを添付しメールで〒211-
0051中原区宮内4-1-2市スポーツ
協 会 ☎739-8844 739-8848
photo@kawaspokyo.jp ［選考］

かわさきFM朗読セミナー
　声優の指導で楽しく朗読を学びま
す。ラジオの生放送で朗読もします(時
間は未定)。 10月3日～12月12日
の水曜、全12回。午前コース…10
時～11時45分、ラジオ出演は12月
15日㈯。午後コース…13時半～15
時15分、ラジオ出演は12月16日㈰
かわさきFM（武蔵小杉駅北口徒歩

3分） 定員13人のうち今回募集は
各5人 26,000円 9月25日10
時から電話で、かわさきＦＭ☎712-
1791(平日９時～17時 半) 712-
1500 [先着順]
救命講習会
❶上級救命講習… 10月10日㈬9
時～18時 宮前消防署 30人
1,000円。
❷普通救命講習Ⅲ… 10月20日㈯
9時～12時 多摩消防署 30人
800円。　
　 ❶は9月26日❷は10月5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]
川崎病院市民公開講座
「肺を守る～慢性閉

へいそく

塞性肺疾患」
　呼吸器内科専門医と臨床検査技師
が、最新事情をお話しします。 10
月18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 川崎病院患者総合サポート

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・学年　
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

かわさき☆えるぼし認証
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センター☎233-5521 246-1595
「子育て心のケアネット」公開講座
　テーマ「愛着が育む健やかな子ども
の心の発達」。講師・久保田まり氏（東
洋英和女学院大学教授）。 10月22
日㈪9時50分～12時 高津市民館
50人 10月15日までに電話、

FAX、メール、HPで川崎市地域女
性連絡協議会☎221-7022 221-
7028 kawajyo@web-k.jp　［抽
選］ 教育委員会生涯学習推進課☎
200-3304 200-3950
市立図書館　読書普及講演会
　木村草太氏(首都大学東京教授) に
よる、読書の魅力や楽しみ方、図書
館の上手な使い方などの講演。 10
月22日㈪18時半～20時半 中原市
民館 300人 10月5日10時か
ら直接か電話で中原図書館☎722-
4932 733-7524 [先着順]。※直
接、各図書館、分館、閲覧所でも申
し込みできます｡
東日本大震災で活動した女性たちに学ぶ
わたしにできること
　被災地で女性被災者のために活動
した木須八重子氏（元仙台市宮城野
区長）に聞く防災・減災対策。 10月
23日㈫14時～16時 すくらむ21
40人。保育あり（先着10人、要予約)
9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]
事業系食品ロス対策セミナー
　食品製造業や飲食店などから発生
する食品ロスの現状や対策について、
事業者の講演と、参加者との意見交
換。 10月23日㈫14時 ～16時
ミューザ川崎シンフォニーホール 食
品関連事業者、食品ロスに関心のあ
る50人 9月25日から電話､ FAX、
市HPで環境局減量推進課☎200-
2579 200-3923 [先着順]
めざせ！介護予防！
～楽しく動いて、正しく歩いて
　良い姿勢と歩き方の関係、立ち座
りを楽にするこつなどを、実際に体を
動かして楽しく学びます。 10月25
日㈭13時半～15時半 医師会館
100人 9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 333-3769 
[先着順]
高齢期の｢食｣と｢食する力｣を
学ぼう！
　テーマは「食：長寿のための食事のと
り方」と「食する力：口

こうくう

腔ケア、誤
ご

嚥
えん

・肺
炎予防」。 11月1日㈭、9日㈮、13
時半～15時半、全2回 てくのかわ
さき 100人 9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 333-
3769 [先着順]
家庭介護教室　高齢者の食生活
　1日に必要な栄養や、どのような物
を食べたらよいかなどを学びます。

11月1日㈭13時半～15時半 エポッ
クなかはら 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］
かながわ働き方改革シンポジウム
　「個人も組織も成長するための働
き方改革」についての講演とパネル
ディスカッション。 11月1日㈭13
時半～16時半 市役所第4庁舎
250人 9月25日から申込書を
FAXかメールで経済労働局労働雇用
部 ☎200-3653 200-3598
28roudou@city.kawasaki.jp [先着
順]。※申込書は区役所などで配布中。
公共施設のミライを考える
ワークショップ
　 11月3日㈷13時半～16時半
中原区役所 高校生以上30人
10月10日17時までに電話、FAX、
メールで財政局資産運用課☎200-
2851 200-3905 23sisan@
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。
11月10日㈯、11日㈰、23日㈷、9
時～17時、全3回 中部身体障害者
福祉会館他 18歳以上、全回参加
できる24人 12,800円（申請料など
を含む） 10月12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。
アートグッズの企画と販売の
実践講座
　障害のある人たちが制作に関わる
アートグッズの開発や販売方法につい
て実践的に学びます。 11月22日㈭
18時～20時 ミューザ川崎シンフォ
ニーホール研修室1 20人 10
月3日9時から電話、FAX、メールで
市民文化局市民文化振興室☎200-
3170 200-3248 25bunka@
city.kawasaki.jp [先着順]。※詳細
は市HPで。

オヤシロフェス2018

　音楽、ダンス、アート、お笑いライ
ブ、飲食ありの現代版盆踊りイベン
ト。 9月30日㈰10時～20時。荒
天中止 若宮八幡宮（川崎大師駅徒
歩2分） サーカラーズジャパン（赤根）
☎080-6769-5690。 総務企画局

シティプロモーション推進室☎200-
2473 200-3915
看護短期大学「青朋祭」
　「地域に吹かせよう 看護の風」を
テーマに、講演会、飲食の出店、学
生による健康チェック、入試相談会な
どを開催します。 10月6日㈯10時
半～15時半 看護短期大学 同大
学総務学生課☎587-3500 587-
3506
かわさき阿波おどり
　子ども連、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6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
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7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
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
配布中のチラシか市HPで。 10月8
日㈷ 市民文化局市民スポーツ室☎
200-3312 200-3599
秋の動物園まつり
　飼育係による動物ガイド、バック
ヤードツアー、餌やり体験、動物ふれ
あいコーナー、野鳥クイズコーナーな
ど。 10月8日㈷10時～15時。荒
天中止 夢
見ケ崎動物公園
☎588-4030
588-4043 ※
詳細はお問い合
わせください。
COOL CHOICEひろば
inラゾーナ川崎プラザ
　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、エコに
まつわる謎解き、手回し発電機体験
など。 10月8日㈷10時～16時半
ラゾーナ川崎プラザ・ルーファ広場

(川崎駅中央西口直結) 環境局地
球環境推進室☎200-3871 200-
3921
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。木工ワークショップ（当
日先着30人、200円）も。 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 消費者行政セ
ンター☎200-3864 244-6099
25周年記念さいわい寄席
　出演は三遊亭歌る多他。 10月8
日㈷、10時半開演、13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
東京交響楽団
ファンタステック・オーケストラ
　大人も子どもも、みんなで楽しめ
るプログラムを集めたコンサート。
10月9日㈫11時～12時 ミューザ
川崎シンフォニーホール 4歳以上
1,800人 一般1,000円。4歳～中
学3年生、65歳以上、障害者手帳を
持っている人は500円 チケット販
売中。電話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
ぷらり寄席in市民プラザ
　古典と新作落語を織り交ぜた聞き
応え十分なアマチュア落語の寄席を
開催します。 10月21日㈰17時開
演（15時半から入場整理券配布）
市民プラザ2階会議室 当日先着
100人 市民プラザ☎888-3131
888-3138

「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

◎ビーチバレー川崎市長杯…日本
のトップ選手が集います。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。 川崎マリエンビーチバレー
コート 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･東扇島東公園開園10周年記念イベント…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（川崎駅中央東口からバス「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☎200-2352 200-3920
※当日は川崎駅中央東口11番バス乗り場から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6日（土）、7日（日）港で楽しむイベント



優秀作品に選ば
れた 5 作品に
は、5市にちな
んだ賞品セット
をプレゼント

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

参加型アートイベント
工事現場のカベに絵を描こう！
　等々力硬式野球場（改築中）の工事
現場の仮囲いに、アーティストと一緒
に動植物などの絵を描き、共生社会
の実現を目指す「かわさきパラムーブ
メント」を表す作品を作ります。絵が苦
手でも色塗りなどで参加できます。ペ
ンキを使うため汚れてもよい服装で
参加してください。参加者多数の場
合はお待ちいただく場合があります。
10月13日 ㈯、14日 ㈰、10時 ～

15時。雨天の場合は27日㈯、28日
㈰に延期 等々力硬式野球場（等々
力テニスコート側） 小学生以上（小学
3年生以下は保護者同伴） 市民文化
局オリンピック・パラリンピック推進室
☎200-0529 200-3599
留学生と交流する会
　留学生によるグループ発表、楽器
演奏、伝統舞踊のステージなど。
10月27日㈯13時～15時 国際交流
センター 50人 9月25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 kiankawasaki@kian.or.jp 
［先着順］
かわさき宙と緑の科学館の催し
❶小学生のためのバックヤードツアー
…普段は見られない重要な資料を特
別に見学できます。 10月27日㈯13
時半～15時 小学生と保護者8組。
❷天体観察講座…大型の望遠鏡で星
団・星雲を観察します。 11月10日
㈯18時～20時 15歳以上（中学生を
除く）15人 500円。
　 かわさき宙

そら

と緑の科学館 ❶
は10月5日❷は12日（いずれも必着。
直接は17時）までに直接（ハガキ持
参）、希望日も記入し往復ハガキ、HP
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］
地名散歩～地名を通して
六郷領から大田区への変貌を探る
　多摩川左岸（大田区）の地名の歴史
や景観と、右岸の川崎市との関係に
ついて学びます。1日に4～5km歩き
ます。 10月28日㈰、11月4日㈰、
10日㈯、18日㈰、12時半～16時半（初
日は13時半から）、全4回。荒天予備
日11月24日㈯ 大田区立郷土博物館
（川崎駅ラゾーナ広場からバス「西馬
込駅前」下車徒歩8分）他 18歳以上
で全回参加できる30人 1,500円（交
通費を除く） 10月10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てくのかわさき4
階地名資料室☎812-1102 812-
2079 ［抽選］
産業観光バスツアー
　ミューザ川崎シンフォニーホールで
ランチタイムコンサートとバックヤード
ツアー、ANA機内食工場を見学した
後、川崎工場夜景を楽しみます。
11月6日㈫11時40分～19時半。荒
天中止 40人（中学生以下は保護者
と参加） 5,900円 9月25日10
時から電話かHPで旅プラスワン☎
03-6866-9608（祝日を除く月～土
曜10時～18時）［先着順］ 経済労働
局観光プロモーション推進課☎200-
2327 200-3920
ひみつ基地作りキャンプ
　木や草など自然にある物を使って、
自分たちだけの「ひみつ基地」を作りま
す。 12月1日㈯～2日㈰（1泊2日）。
荒天中止 青少年の家 小学1～3
年生30人 6,000円 10月4日～
26日9時～17時に直接、FAX、HP
で青少年の家☎888-3588 857-
6623 ［抽選］
ひとり親家庭応援フェスタ
　親子アロママッサージ、キッズ対象

のキャンディレイ作り、法律・家計相談
など。 12月2日㈰13時～16時半
母子・父子福祉センター ひとり親

家庭の親か寡婦とその子ども（離婚を
考えている人も参加可）。保育あり（1
歳～小学2年生、先着10人） 10
月2日9時から直接か電話で母子・父
子福祉センター☎733-1166 733-
8934 ［先着順］
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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
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）

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

市制記念多摩川花火大会
　澄んだ秋の夜空を彩る花火を見に行き
ませんか。世田谷区たまがわ花火大会と
同時開催。
10月13日㈯、開場…16 時、ステー

ジイベント…17 時から、打ち上げ…18
時～ 19時。荒天中止・順延なし 高津
区多摩川河川敷（二子橋～第三京浜道路）

サンキューコールかわさき☎ 200-3939 200-3900
当日の開催の可否はテレドーム☎ 0180-99-3932
有料協賛席は販売事務局☎ 045-232-4922

「彩花繚乱」
撮影：能登正俊さん

　南武線沿線のまちのイメージと違うステキな写真をインスタグラムで
募集中。詳細はHPで（「なんぶりんぐ」で検索）。
総務企画局シティプロモーション推進室☎200-2473 200-3915

※「なんぶりんぐ」は、南武線沿線の5自治体で行う共同プロモーションプロジェクトです

タワーマンションだけじゃナイ

スタグラム！伝統的な古民家も

ある
日本民家園は江戸時代以降の古

民家を展示している野外博物館。

日本の伝統的な美しさを体感で

きる！
#なんぶりんぐ #川崎市 #日本

民家園 #生田緑地

詳細は 川崎市観光協会 検索

 交通  武蔵溝ノ口駅、溝の口駅、高津駅をご利用ください
 交通規制  多摩沿線道路から川崎方面へは新二子橋を右折、登戸方面へは第三
京浜下を左折し、府中街道をご利用ください。※二子新地駅前は14時半～20
時半（予定）は車両通行止めになります
 注意  事故防止のため、二子橋、新二子橋からの見物はできません。当日まで
場所取りはできません。ドローンなどの小型無人機の持ち込み・操縦・飛行など
は禁止。多摩川緑地バーベキュー広場は、12～14日は閉鎖します

10月1日～
11月30日「じゃない」を探すと「ナイス」が見えてくる

じゃナイスタグラム・フォトコンテスト

　南武線沿線のまちのイメージと違うステキな写真をインスタグラムで

約6,000発

14時半～20時半ごろ

16時～20時半ごろ

応募方法
❶南武線沿線自治体シティプロモーション推進協議会インスタグラム公式ア
カウント（＠namburing）をフォロー

❷応募テーマに沿った写真を撮影
❸インスタグラムのキャプションに次の3項目を入れて投稿
　・撮影写真の「じゃナイスなコメント」（例：○○じゃナイスタグラム××）
　・＃なんぶりんぐ
　・＃撮影した場所
      （＃生田緑地、＃多摩川など）

HP▶ インスタグラム▶

応募テーマ　
じゃナイスな南武線沿線…南武線沿線でみんなが持っているイメージ「じゃ
ない」違った新しいイメージの「ナイス」な写真

優秀作品には

プレゼントも！
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川崎市
工場夜景屋形船ク
ルーズ

稲城市
稲城銘菓の詰め合
わせ

国立市
国立養蜂の蜂蜜

立川市
映画ペア招待券

府中市
ザ・プレミアム・
モルツ 6缶セット




