
こんな予防や対策も

振り込め詐欺相談窓口

神奈川県警察 総合相談室　

☎０４５-６６４-９１１０
※緊急の場合は、「１１０番」へ

今年の市内被害額

5億9,418万円
前年同期比 2億4,806万円増

※いずれも1月1日～9月末日の累計

今年の被害件数（未遂を含む）

２９９件
前年同期比 64件増

●振り込め詐欺防止！ 警察官OBによる出前講座
　詐欺に遭わないための予防策を教えます。申し込みは、
市民文化局地域安全推進課へ。
●今すぐできる詐欺対策
　犯人は、自分の声が残ることを嫌うため、電話機に「録
音機を設置する」「留守番電話の設定をする」などの対策
も有効です。

※写真はイメージです
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　高齢者を狙った振り込め詐欺が急増しています。
被害者の9割は70・80歳代。最新の手口や、被
害を未然に防ぐためのポイントなどを紹介します。
市民文化局地域安全推進課

☎200-2284 200-3869

詳細は 川崎市　振り込め詐欺 検索

ためらわずお電話ください！

被害急増中！
振り込め詐欺

最新の手口
例えば

ある日突然電話がかかってくる…

偽警察官　　　　「あなたの口座（カード）が詐欺事件に悪用されています。
　　　　　 　　　銀行協会からの連絡を待ってください」

その後、別の電話がかかってくる…

偽銀行協会職員　「新しいカードに交換する必要があるので取りに伺います。
　　　　　　　　 手続きに必要なので、暗証番号を教えてください」
暗証番号を教え、家で待っていると、銀行協会職員を名乗る者が現れる…

カードを渡した結果、犯人にお金を引き出されてしまう

～キャッシュカードだまし取り詐欺～

やられた…

■警察官や銀行協会などの職員が暗証番号を聞くことはありません。
■他人にキャッシュカードを預けてはいけません。

注意するポイント！

044-200-3939 8時～21時（年中無休）
200-3900
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　今夏の一般公募で集まっ
た中から最終候補を選出し
ました。11月26日～12月
14日に市HPで投票してくだ
さい。 消防局施設装備課
☎223-2553 223-2520

国民健康保険特定健康診査の
受診について

　40～74歳の加入者を対象とした健
康診査を、3月31日まで市内医療機
関で実施していますので、早めに受
診してください。受診券は6月に発送
済みです。 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
確定申告がより便利にできます

　1月から、IDとパスワードのみで、
パソコンやスマホから平成30年分の
確定申告ができるようになります。ID
とパスワードは全国の税務署で発行
可能です。本人確認書類を持参し、
なるべく年内に近くの税務署にお越し
ください。 川崎北税務署☎852-
3221、川崎南税務署☎222-7531、
川崎西税務署☎965-4911。財政局
市民税管理課 200-3907
緊急消防援助隊の訓練を行います

　大規模災害の発生を想定した訓練
です。会場付近の消防車両の通行や
ヘリコプターの飛行などにご理解とご
協力をお願いします。 11月30日㈮
8時半～12月1日㈯8時半 東扇島東
公園、消防訓練センター 消防局警
防課☎223-2609 223-2619
かわさき市民公益活動助成金
ステップアップ助成の申請

　❶❷の条件を満たす市民活動団体
に最大200万円の事業費を助成しま
す。❶市内で3年以上、公益的な活
動をしている❷中心メンバーに市内在
住･在勤･在学者のいずれかを含む。

１月16日17時（必着）までに申請
書と必要書類を直接か郵送で〒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 [選考]。※詳細
は区役所などで配布中の申請書で。
同センターのHPからもダウンロードで
きます。
民間自転車等駐車場整備費
補助金について

　駐輪場が不足する駅周辺（おおむね
300m以内）に、駐輪場を新・増設する
際の整備費の一部を補助します。申請
が予算の枠に達した時点で受け付け
を終了。対象施設…一般公共の自転
車などの駐車場。対象区域…八丁畷
駅、川崎新町駅、浜川崎駅、川崎大
師駅、新丸子駅、武蔵新城駅、宮崎
台駅、登戸駅、向ケ丘遊園駅、若葉
台駅。施設規模…自転車30台以上を
収容できる駐車場を新・増設する場合。

建設緑政局自転車利活用推進室
☎200-3596 200-3979 ※詳細は
お問い合わせください。
南武線沿線企業ミニ面接会

　市内企業を中心に14社が参加予
定。採用担当者と面接できます。履
歴書、ハローワークカードなどを持
参。 12月14日 ㈮13時 半 ～16時
(開場13時20分) 中原区役所501・
502会議室 ハローワーク川崎北☎
777-8609（部門コード：41＃） 833-
5311。 経済労働局労働雇用部☎
200-2276 200-3598 ※詳細は区
役所などで配布中のチラシで。
福祉のお仕事相談会

　市内で福祉の仕事を探している人

が対象。就職関連講座の後、福祉事
業を運営する事業者と相談できます。
保育あり(小学2年生まで、12月3日
までに市福祉人材バンクへ電話で予
約)。 12月5日㈬12時半～17時（開
場12時、相談は13時半から） エポッ
クなかはら7階 市福祉人材バンク☎
739-8726 739-8740
保育のお仕事面接会

　市内で保育の仕事を探している人を
対象にハローワークが就労支援をしま
す。保育園などを運営する事業者と
気軽に相談もできます。 12月5日㈬
13時～16時 ミューザ川崎シンフォ
ニーホール企画展示室など 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で｡
保育施設での現場体験・
就労体験受け入れ情報を公開

　市内保育施設での就職を希望する
人に向けて、保育所などで実施中また
は実施予定の就労体験プログラムの
一覧を、市HPで公開しています｡ 保
育現場での仕事を体験し、自分に合っ
た就職先を検討することができます。

こども未来局事業調整・待機児童対
策担当☎200-3705 200-3933
ネズミ対策の相談

　冬はネズミが家に侵入しやすい季
節です。区役所では対策を記載した
リーフレットを配布し、相談を受け付
けています。 区役所衛生課。
高津図書館の休館

　12月3日㈪は施設点検のため臨時
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）。 12月7日㈮、
9時～12時、13時～16時 幸区役
所会議室 市民オンブズマン事務局
☎200-3691 245-8281

学校施設管理非常勤職員の登録者
　市立学校で週4日(1日7時間程度)、
学校用務を行います。登録者の中か
ら欠員状況に応じて4月以降に任用し

ます(登録しても任用されない場合あ
り）。 12月6日、7日、9時 半 ～16
時半に、写真と印鑑を持参し直接、
教育文化会館2階第3会議室 教育
委員会教職員人事課☎200-3275
200-2869 ※詳細はお問い合わせく
ださい。
特別支援学校嘱託介助員

　市立特別支援学校に通っている障
害のある子どもの通学や学校生活全
般の介助をします。任期…4月1日
～32年3月31日。 5人 程 度
12月17日(必着)までに履歴書と返信
用封筒(82円切手を貼り、宛先を記
入)を直接か郵送で〒210-8577教育
委員会指導課☎200-3287 200-
2853 [選考]。※詳細は問い合わせ
るか市HPで。
31・32年度市民農園・
上作延地域交流農園の利用者

❶市民農園

❷上作延地域交流農園（利用者全員
で管理組合を作り、管理･運営を行う
市民農園）

　いずれも資格…市内在住の人。菅
生地域交流農園の利用者は応募で
きません。❷の地域枠は居住地の
条件があります。利用期間…4月10
日～33年3月9日。利用料…年間❶
は8,000円❷は6,000円（予定）
12月21日(消印有効)までに必要書類
を郵送で〒213-0015高津区梶ケ谷
2-1-7都市農業振興センター☎860-

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

農園名（所在地） 区画数
小倉(幸区小倉5-30) 172
上小田中(中原区上小田中2-8) 101
南生田 ( 多摩区南生田 2-10、
2-11) 191

千代ケ丘 ( 麻生区千代ケ丘 7-5) 127

農園名（所在地） 区画数
上作延 ( 高津区上作延
944-5)

一般枠40
地域枠20

　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

（❹は11月22日から）

名称 提出・問い合わせ

❶ 川崎市市民葬儀実施要領の一
部改正について

12 月 6 日 ( 消印有効 ) までに〒210-
8577 健康福祉局生活衛生課☎ 200-
0457 200-3927

❷ 自動車を利用して行う営業の
取扱要綱の一部改正について

12 月 6 日 ( 消印有効 ) までに〒210-
8577 健康福祉局食品安全課☎ 200-
2445 200-3927

❸ 川崎市官民データ活用推進計
画（案）

12 月 17 日 ( 消 印 有 効 ) ま で に
〒 210-8577 総務企画局 ICT 推進
課☎ 200-2079 200-3752

❹ 川崎市地域防災計画修正素案
11 月 22 日～ 12 月 21 日 ( 消印有
効 ) に〒 210-8577 総務企画局危機
管理室☎ 200-0337 200-3972

❺ 富士見周辺地区整備推進計画
（骨子案） 12 月 26 日 ( 消 印 有 効 ) ま で に

〒 210-8577 総務企画局企画調整
課☎ 200-2166 200-0401

❻ 川崎市持続可能な開発目標
（SDGs）推進方針案

市民意見（パブリックコメント）募集

新しい消防艇の名称投票 最終候補名

うみかぜ1

あかつき2

かわさき3

りんかい4

なないろ5
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28日(必着)までに往復ハガキ、FAX、
メールで〒213-0015高津区梶ケ谷
2-1-7都市農業振興センター☎860-
2462 860-2464 28nogyo@
city.kawasaki.jp [抽選]
日本医科大学武蔵小杉病院公開講座

　インフルエンザに感染しないために
高齢者が知っておくことについて。
12月8日㈯14時～15時（受け付け13
時半) 日本医科大学武蔵小杉病院
南館2階講堂(武蔵小杉駅北口徒歩
5分) 当日先着150人 同病院☎
733-5181 711-8726。教育委員
会生涯学習推進課☎200-3304
200-3950
救命講習会
◎普通救命講習Ⅰ…❶12月9日㈰9時
～12時❷12月17日 ㈪13時 半 ～16
時半❸12月19日㈬13時半～16時半
❶は臨港消防署❷は川崎消防署❸

は中原消防署 各800円。
◎上級救命講習…❹12月12日㈬9時
～18時 高津消防署 1,000円。
◎応急手当普及員講習…❺12月14
日㈮～16日㈰、9時～18時、全3回

消防局 5,000円。
　 各30人 ❶は11月26日❷は
12月3日❸は12月5日❹は11月28
日❺は11月30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]
和光大学地域連携講座「親子で
ふれあい歌遊び＆パネルシアター」

　親子でできる遊びを交えたクリスマ
ス音楽会。 12月9日㈰10時～11
時半、13時半～15時 和光大学（鶴
川駅徒歩15分） 3～6歳の子どもと
保護者､ 各30組 子ども1人700円

11月25日10時から希望時間、
全員の氏名と年齢も記入しFAXかメー
ルで和光大学大学開放フォーラム☎
988-1433 988-1594 open@
wako.ac.jp [先着順] 教育委員
会生涯学習推進課☎200-3304
200-3950

住宅リフォームセミナー 
　修繕やリフォームの注意点を解説し
ます。セミナー終了後、無料住宅相
談も。 12月9日㈰13時半～16時

カルッツかわさき 30人 11月
26日から電話かFAXで経済労働局工
業振興課☎200-2326 200-3920 
[先着順]
全市シンポジウム「希望のシナリオ」
〜これからの地域づくりを考える

　これからのコミュニティー施策につ
いての意見交換など。 12月9日㈰
13時半～16時半 エポックなかはら

100人 11月30日までに直接、

2462 860-2464 [抽選]｡ ※申し
込みは1世帯1通まで。❶と❷の併願
不可。詳細は12月3日から区役所な
どで配布する募集案内か市HPで。
スクールソーシャルワーカー

　課題を抱えた児童・生徒に対し、必
要な支援を行います。対象・人数…
社会福祉士などの資格保有者か、同
等の能力がある人。若干名。任期・
勤務日…4月1日～32年3月31日（更
新あり）。 週4日。 詳細は募集要項
で。 １月10日（必着）までに必要
書類を郵送で〒210-8577教育委員
会教育改革推進担当☎200-2465
200-2853 [選考]。※募集要項は12
月１日から区役所などで配布。市HP
からもダウンロードできます。
市民自主学級･
市民自主企画事業の企画案

　地域や暮らしの課題解決に向けた講
座･イベントの企画。資格…市内で活
動しているグループか、市内在住･在
勤･在学いずれかの個人。説明会･企
画提案会･･･12～1月に教育文化会館
や市民館･分館で説明会、2月に企画
提案会を開催。 1月9日～25日に募
集案内に記載の場所へ直接 教育委
員会生涯学習推進課☎200-3304
200-3950 [選考]。※詳細は12月12
日から各館で配布する募集案内か市
HPで。
シルバー人材センターの会員

　健康で働く意欲のある60歳以上
の人に、地域の就業の場を提供しま
す。登録手数料は1,000円。 市シ
ルバー人材センター☎222-6886
221-8516 ※詳細はお問い合わせく
ださい。

乳がん市民公開講座
「乳がんから身を守ろう」
　講師・土井卓子氏（湘南記念病院乳
がんセンター長）。 12月1日㈯13時
半～15時 医師会館 11月27日
までに電話かFAXで中外製薬横浜支
店☎045-450-7670（平日8時45分～
17時） 045-450-7680 [事 前 申 込
制] 健康福祉局保健医療政策室☎
200-3740 200-3934
天文講演会
ついに見えた「重力波」天体

　天文学界で注目の重力波につい
て、田中雅臣氏(東北大学大学院准
教授)に研究の最前線の話を聞きま
す。 12月2日 ㈰15時 ～17時(開
場14時半) かわさき宙

そら

と緑の科学
館 当日先着80人 同館☎922-
4731 934-8659
かわさきそだち料理教室

　旬の市内産農産物を使った料理を
通して農家と消費者が交流します。
講師は市女性農業担い手の会「あか
ね会」。 12月6日㈭11時～14時
セレサモス宮前店(宮崎台駅北口徒
歩6分) 30人 1,000円 11月

FAX、メールで市民文化局協働･連携
推進課☎200-1986 200-3800
25kyodo@city.kawasaki.jp [抽選]。 
※詳細は区役所などで配布中のチラシ
か市HPで。
ダブルケア〜育児と介護の同時
進行の現実と支援の今を見つめる

　ダブルケアの実態と支援を学ぶ勉
強会。講師は相馬直子氏（横浜国立大
学大学院教授）とダブルケアサポート事
務局職員。 12月13日㈭10時～12
時 すくらむ21 25人。保育あり(先
着10人、350円、要予約) 11月
25日9時から直接、電話、保育の有
無も記入しFAX、HPで､ すくらむ21
☎813-0808 813-0864 ［先着順］
COINSシンポジウム
川崎ベンチャーズが創る未来医療

　がん､ アルツハイマー､ 変形性関
節症などを克服するための最先端医
療「体内病院」を分かりやすく説明しま
す。 12月14日㈮13時～17時50分

産業振興会館 12月10日まで
に直接、電話、FAX、メール、HPで
産業振興財団COINS事務局☎589-
5785 589-5789 jimukyoku-
coins@kawasaki-net.ne.jp ［事前申
込制］
川崎病院市民公開講座

「動脈硬化の予防」
　循環器内科専門医と管理栄養士
が、心臓の動脈硬化と食事による予
防についてお話しします。 12月17
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セン
ター☎233-5521 246-1595
ハーバリウムを作ろう

　専用のオイルにプリザーブドフラ
ワーなどを入れて作ります。 12月
25日㈫､ 26日㈬、14時～16時､ 全
2回。 橘高等学校 15歳以上10
人 3,000円 11月30日(必着)ま
でに往復ハガキで〒211-0012中原区
中丸子562橘高等学校定時制（金子）
☎411-2640 422-7412 [抽選]
ひとり親家庭向けパソコン講座
◎初心者講座…パソコンの基本操作
と文字入力。 1月5日㈯10時～15
時 12月20日（必着）まで。
◎基礎講座…ワード・エクセルの基本
操作。 1月11日～2月15日の金曜、
18時半～20時半、全6回 12月22日

（必着）まで。
　いずれも 母子・父子福祉センター

ひとり親家庭の父母か寡婦、各8
人。保育あり(1歳～小学2年生、各
10人、要予約) 区役所などで配

布中の申込書か、ハガキに講座名・
応募理由・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］ 
保育の仕事　就職・復職研修

　現場での仕事にブランクがある保
育士や保育士試験受験者などが対
象。実践的な知識や技術を学びます。

1月17日㈭、22日㈫、25日㈮、9
時半～17時、29日㈫13時半～16時、
全4回 医師会館 20人。保育あ
り（各回5人まで） 12月21日15時
までに市HPで、こども未来局事業調
整・待機児童対策担当☎200-3705
200-3933 ［抽選］
川崎市と瀋陽市（中国）の
PM2.5共同研究成果報告会

　 1月17日㈭13時半～16時半
カルッツかわさき 50人 11月
26日9時から電話、FAX、メールで
環境総合研究所☎276-9118 288-
3156 30kokuse@city.kawasaki.
jp ［先着順］
マンション管理基礎セミナー

　実質的なマンション防災対策や最
近のトラブル事例について。 2月3
日㈰13時半～16時10分 エポック
なかはら 150人 12月19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]
スケート&アイスホッケー体験教室

　小学生～大人が対象。用具の貸
し出しあり。スケートはレベル別に指
導します。 2月10日㈰19時～20
時半 横浜銀行アイスアリーナ(東
神奈川駅徒歩5分) スケートは150
人、アイスホッケーは40人(小学生は
保護者の送迎が必要) 2,500円

12月28日(必着)までに希望種目も
記入し往復ハガキで〒211-0051中原
区宮内4-1-2市スポーツ協会☎739-
8844 739-8848 [抽選]。※詳細
は協会HPで。
かわさきそだち栽培支援講座

　講義と実習で野菜栽培の基礎を学
び、ボランティアとして活動します。

4月～33年3月(2年間)、全21回
農業技術支援センター 受講後、生
産者の手伝いができる70歳以下の
20人 2年間で9,000円程度 12
月14日（消印有効） までに応募理由も
記入しFAX、メール、市HPで農業技
術支援センター☎945-0153 945-
6655 28nougic@city.kawasaki.
jp [抽選]。※詳細は同センターや区
役所などで配布中のチラシか市HPで。

「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



あらかじめ選定したニュース
候補から、印象に残っている
ニュースを投票してください（自
由記載も可）。投票は次のいず
れかの方法で受け付け中
❶市ＨＰで

❷区役所、市民
館、図書館など
にある投票箱に
備え付けの投票
用紙で

※投票は1人1回のみ有効です。当
選者の発表は、賞品の発送をもって
代えさせていただきます。個人情報
は賞品を提供・発送する業者に提供す
ることがあります

検索川崎市　10大ニュース

他にもコンサートチケットや名産品など、プレゼントを多数用意！

　今年、市内で起きた出来事の中から、皆さんの投票で10大ニュースを決定します。
総務企画局シティプロモーション推進室 ☎200-2297 200-3915

川崎日航ホテルディナーブッ
フェ食事券　3組6人
提供：川崎日航ホテル

川崎工場夜景屋形船クルーズ　
3組6人
提供：（一社）川崎市観光協会

北部市場（関連組合）商品券
1,000円分　10人
提供：川崎市中央卸売北部市
場商業協同組合

SHISHAMOサイン入りポス
ター　5人
提供：（株）フェイスミュージック　
エンタテインメント

川崎キングスカイフロント東
急REIホテル宿泊券　1組2人
提供：川崎キングスカイフロン
ト東急REIホテル

農協全国商品券2,000円分　
5人
提供：JAセレサ川崎

イメージ

川崎ブレイブサンダースホー
ム観戦ペアチケット　5組10人
提供：㈱DeNA川崎ブレイブサンダース

川崎フロンターレホーム開幕
戦ペアチケット　5組10人
提供：（株）川崎フロンターレ

©KAWASAKI FRONTALE ©KAWASAKI BRAVE THUNDERS

抽選で215人に川崎ゆかりの賞品プレゼント

　河合来夢さん（県立百合丘高校 2年）は、
第 3回ユースオリンピック競技大会ブレイ
クダンス競技で2個の金メダルを獲得しま
した。この功績と栄誉をたたえ、スポーツ
特別賞を贈呈しました。 市民文化局市民
文化振興室☎ 200-2280 200-3248

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

障害者スポーツデー
　障害のある人とその家族、介助者
などを対象にした、パラリンピック競
技種目のボッチャや卓球バレーなどの
体験会。 ❶12月1日㈯❷12月16
日㈰❸1月19日㈯❹2月2日㈯、いず
れも13時～14時45分 ❶は宮前ス
ポーツセンター❷は高津スポーツセン
ター❸は麻生スポーツセンター❹は幸
スポーツセンター 市障害者スポー
ツ協会☎245-8041 246-6943 ※
詳細は市HPで。
橘
たちばな

樹郡
ぐう

家
け

跡 現地見学会
　 12月2日㈰13時半～16時。荒
天中止 たちばな古代の丘緑地（武蔵
新城駅南口からバス「千年」下車徒歩
15分） 教育委員会文化財課☎200-
3306 200-3756
カワサキ ロミオ＆ジュリエット
　シェークスピアの名作を現代の川崎
のイメージで演出した舞台。

　 ラゾーナ川崎プラザソル（川崎
駅中央西口直結） 小学生以上
一般4,000円、川崎割（市内在住･
在勤）3,800円、大学生・専門学校生
3,000円、小学～高校生2,000円（当
日券は各500円増し） チケット販
売中。10時～20時に直接か電話、
メールでラゾーナ川崎プラザソル☎
874-8501 520-9151 kikaku@
plazasol.jp ［先着順］ 市民文化
局市民文化振興室☎200-2280
200-3248
JAGDAつながりの展覧会 Part1
　マスキングテー
プの展示・即売
会。市内アーティ
ストがデザインし
たテープも。収
益は日本パラリン
ピアンズ協会に
寄付されます。 12月7日㈮～9日
㈰、10時～21時（9日は19時まで）
ラゾーナ川崎プラザ2階Plaza West
（川崎駅中央西口直結） 1個400
円 日本グラフィックデザイナー協会
（JAGDA）神奈川地区☎03-4590-
0325。市民文化局市民文化振興室☎
200-3170 200-3248

　総勢1,000人を超える市民が「ボレ
ロ」他を奏で、歌います。 12月9
日㈰16時開演（開場15時半） カルッ
ツかわさきホール 当日先着1,000
人 ボレロを楽しむ会☎853-1649。
市民文化局市民文化振興室☎200-
3725 200-3248

スポーツレクリエーション大会
　バドミントン、スポーツチャンバラ、
フォークダンス、ダーツなど、ニュー
スポーツやレクリエーションが盛りだ
くさん。子どもや運動の苦手な人も
楽しめます。 12月15日㈯10時～
14時 幸スポーツセンター 市民文
化局市民スポーツ室☎200-3312
200-3599
九ちゃん上映会
～ハンドベルの音色とともに
　川崎出身の歌手・坂本九さん主演
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12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

映画の上映会。歌とハンドベルによる
ミニコンサートも。 12月17日㈪14
時～16時半 アートセンター 180
人 11月26日から電話か人数（2
人まで）とFAX番号も記入しFAXで
市民文化局市民文化振興室☎200-
2433 200-3248 ［先着順］　
冬休み映画上映会
　今年の夏公開の映画「それいけ！ア
ンパンマン かがやけ！クルンといの
ちの星」を上映します。 12月25日
㈫13時～14時10分（12時からシア
ター前で整理券配布） 川崎マリエン
シアター 当日先着100人 川崎港
振興協会☎287-6009 287-7922

川崎市長杯争奪・
国際トランポリンジャパンオープン

　オリンピック出場選手など国内外
トップ選手の華麗なジャンプを間近で
見られます。
12 月14日㈮…マスターズ部門決

勝など。15日㈯…全日本社会人選手
権大会決勝など。16 日㈰…年齢別
部門決勝、ジャパンオープン部門決勝
など。いずれも9時（予定）から　
とどろきアリーナ
市民文化局市民スポーツ室☎ 200-3245 200-3599

市スポーツ特別賞を贈呈

日程 開演時間
12月 6日㈭、7日㈮ 19時

8日㈯、9日㈰ 13時、18時
10日㈪ 14時、19時
11日㈫ 12時、16時

少年の祭典「ボレロ」

結果は12月20日に市HPで発表
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