
お　　スポットとしても人気

動物園
幸区にある夢見ヶ崎動物公園は市内唯一の動物園。
57種のさまざまな動物たちが暮らしています。
夢見ヶ崎動物公園☎588-4030 588-4043

©スタジオBÉBÉカメラマン 青山はるか

◀ 国内で9頭しかいな
い貴重なシマウマ。動
物園には「種の保存」と
いう役割もあるんです

▶水中を飛ぶよ
うに泳ぎ回る。
でも陸ではのん
びり者

◀実はかなりの食
いしん坊。今日も
竹の葉をパクパク
ムシャムシャ

▲3月下旬～4月上旬が見頃。
広場でのんびりくつろげます

▲バックヤード
ツアー 

▶ 餌やり体験
▲桜をバックに
ステキな写真を

ハートマン
ヤマシマウマ

この日限りの楽しいイベントが満載です。
日時　3月24日（日）10時～15時※荒天中止
内容
飼育係による動物ガイド／動物園の裏側を
案内するバックヤードツアー／シマウマ・ヤ
ギ餌やり体験／動物ふれあいコーナー／ク
イズコーナー／模擬店・キッチンカーなど
※一部イベントは当日配布する整理券が必要です。
詳細はお問い合わせください。また、当日は動物
公園駐車場を使用できません

春の動物園まつ　開催決定！

フンボルト
ペンギン

シセン
レッサーパンダ

▶黒と白の「輪」を
重ねたような「尾」
が特徴。だから「ワ
オ」なんです

ワオ
キツネザル

◀鮮やかな羽色が
見る者を魅了。た
まに飼育係と園内を
お散歩しています

ルリコンゴウ
インコ

▶ 野生のヤギの中で最
大の体格を持つ。みん
な違う角の形にご注目

マーコール

角は一生
伸び続けます

カッコよく
撮ってね

になれる中

入園無料

新川崎駅徒歩約15分、鹿島田駅徒歩約20分、
川崎駅からバス「夢見ヶ崎動物公園前」下車、徒歩約７分
開園時間 9時～16時（年中無休）

アクセス

人気者が集う場所

　 ヶ崎動物公園

044-200-3939 8時～21時（年中無休）
200-3900
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名称 提出・問い合わせ

川崎市自転車
ネットワーク計画（案）

2月27日(消印有効)までに〒210-8577
建設緑政局自転車利活用推進室
☎ 200-2828 200-3979

公園内野球場の使用料返還時期に
係る川崎市都市公園条例施行規則
の一部改正（案）

2月28日(消印有効)までに〒210-8577
建設緑政局みどりの企画管理課
☎ 200-2394 200-3973

川崎市バス事業
経営戦略プログラム（案）

3月4日( 消印有効 )までに〒210-8577
交通局経営企画課
☎ 200-3220 200-3946

鷺沼駅周辺再編整備に伴う
公共機能に関する基本方針（案）

3月 6日( 消印有効 )までに〒210-8577
市民文化局区政推進課
☎ 200-2309 200-3800

（仮称）川崎市立看護大学整備
基本計画（案）

3月7日( 消印有効 )までに〒210-8577
健康福祉局保健医療政策室
☎ 200-3545 200-3934

軽自動車などの届け出
　取得、譲渡、廃車などは、次の場
所へ届け出てください。いずれも必
要書類などは各所へお問い合わせく
ださい。
◎原動機付自転車(125cc以下）、小
型特殊自動車…届け出先･ 市税事
務所市民税課、市税分室管理担当。
◎二輪の軽自動車(125ccを超え250cc
以下）、二輪の小型自動車(250ccを超え
るもの)…届け出先･ 川崎自動車検
査登録事務所☎050-5540-2036
044-276-0204
◎三輪･四輪の軽自動車…届け出先･

軽自動車検査協会神奈川事務所☎
050-3816-3118 045-532-8072
自賠責保険(共済)への加入

　250cc以下のバイクにも自賠責保
険(共済)への加入が法律で義務付けら
れています。契約が切れている場合は
損害保険会社、代理店(バイク店、自
転車店など）、農協、郵便局、一部コ
ンビニでお申し込みください。 市税
事務所市民税課、市税分室管理担当。
南武線連続立体交差化
PRオープンハウスを開設

　パネルによる事業説明、ジオラマ
の展示、踏切停止ボタンの体験な
ど。 3月15日㈮、16日㈯、9時半
～17時 中原市民館ギャラリー 建
設緑政局道路整備課☎200-3499
200-7703
堤根処理センターの建替計画
関連資料の縦覧と説明会

　市の廃棄物処理施設、堤根処理セ
ンターに関する「環境配慮計画書」に
ついて。縦覧… 2月28日～3月29
日(土･日曜と祝日は除く)、8時半～
17時 市役所第3庁舎15階環境局

環境評価室、川崎区役所、大師支所、
田島支所、幸区役所、日吉出張所。
※市HPでも公開します。説明会…

3月8日㈮18時半～20時、10日㈰
10時～11時半 市役所第4庁舎2階
ホール 環境局施設建設課☎200-
2554 200-3923
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｡

3月10日㈰14時～15時半 カルッ
ツかわさき 25人 2月25日9時
から電話かHPでキーアセット☎948-
9146(平日9時～18時) 948-9147 
[先着順] こども未来局こども保健
福祉課☎200-2929 200-3638
街かど相談会

　市民の抱える法律問題の解決に向
けて弁護士が法的助言をします(1人
20分以内)。 3月2日㈯13時～17
時 武蔵溝ノ口駅前南北自由通路

県弁護士会川崎支部☎244-5039
（平日9時半～17時）。市民文化局市
民活動推進課☎200-2349 200-
3800
聴こえと補聴器なんでも相談会

　耳の聞こえ、補聴器に関する相談。
使用中の補聴器がある人は持参してく
ださい。 3月6日㈬14時～16時半
麻生区役所 20人 2月25日８時
半から直接、電話、FAX、メールで障
害者更生相談所☎811-0091 811-
0172 40kosei@city.kawasaki.jp 
[先着順]。※修理は実費。
生産緑地地区の追加指定、
区域拡大の申し出受け付け

　対象…市内市街化区域内に農地を
所有し、生産緑地地区指定を希望す
る人。受け付け… 3月4日～4月4
日の 平日、8時 半 ～12時、13時 ～

16時半 申し出書を直接、都市農
業振興センター☎860-2461 860-
2464。※詳細はお問い合わせくださ
い。申し出書などは受け付け期間中
に同センターで配布。
かわさきノルフィンLINE絵文字
販売開始

　市バスイメージキャラクターがLINE
の絵文字になりました。購入はアプリ
内のスタンプストアで。 1セット120
円 交通局管理課☎200-2491
200-3946

高津図書館の休館
　3月11日～19日は改修工事のため
休館します。 高津図書館☎822-
2413 844-7594
地名資料室の休室

　3月14日㈭、15日㈮は蔵書整理
のため休室します。 地名資料室☎
812-1102 812-2079
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）。 3月8日㈮、
9時～12時、13時～16時 多摩区
役所10階会議室 市民オンブズマン
事務局☎200-3691 245-8281

市職員（身体障害者）
　資格…昭和60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。選考日
…4月6日㈯。 ２月25日（消印有
効）までに申込書を簡易書留、または
２月27日17時までに電子申請（市HP）
で〒210-8577人事委員会任用課☎
200-3343 222-6449 ［選考］。※

詳細は選考案内で。選考案内・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。
教職員事務支援員（臨時的任用職員）

　市内の小・中学校で、プリントの印
刷や配布物の仕分け、来校者の受け
付けなどをします。 3月4日から
採用予定数に達するまで受け付け。
履歴書を直接か郵送で〒210-8577
教育委員会教職員企画課☎200-
0555 200-2869 [選考]。 ※詳細
は問い合わせるか市HPで。
「ミューザ川崎市民合唱祭」参加合唱団

　公演日…7月6日㈯、7日㈰。参加
資格…市内在住・在勤・在学者で構成
される合唱団。 ミューザ川崎シン
フォニーホール 2,500円から 3
月18日～25日(必着)に申込用紙を郵
送、FAX、メールで〒213-0012高津
区坂戸2-17-8ロード＆スカイ1階川崎
市合唱連盟（高橋）☎070-4211-6457

（平日10時～17時） 829-2138  
kawasakichorus@gmail.com [抽
選] 市民文化局市民文化振興室☎
200-2030 200-3248。 ※詳細は
区役所などで配布中のチラシか連盟
HPで。同HPからも申し込めます。
「川崎おんがくかるた」読み札
　ミューザ川崎シンフォニーホールの
開館15周年を記念して作ります。読
み札のテーマは「ミューザ」「音楽」「川
崎 市」のいずれか。 5月5日ま
でにFAXかHPでミューザ 川 崎シン
フォニーホール☎520-0200 520-
0103。※詳細は区役所などで配布中
のチラシか施設HPで。

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

名称 提出・問い合わせ

いこいの家・老人福祉センター
活性化計画（案）

3月7日( 消印有効 )までに〒210-8577
健康福祉局高齢者在宅サービス課
☎ 200-2680 200-3926

川崎市建築基準条例及び同解説の
一部改正（案）

3月8日( 消印有効) までに〒210-8577 
まちづくり局建築管理課
☎ 200-3018 200-3089

川崎市狭あい道路拡幅整備要綱の
一部改正（案）

3月8日( 消印有効) までに〒210-8577 
まちづくり局建築審査課
☎ 200-3044 200-0984

有料老人ホーム関係指針の改正
（案）

3月11日(消印有効) までに〒210-8577 
健康福祉局高齢者事業推進課
☎ 200-2679 200-3926 

川崎市災害廃棄物等処理実施計画
策定

3月29日(消印有効) までに〒210-8577
環境局庶務課
☎ 200-2362  200-3921

市民意見（パブリックコメント）募集

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

絵文字の一例
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（開場9時）、19日㈫18時半～20時半
（開場18時） エポックなかはら7階大
会議室 25歳以上70歳未満の人、当
日先着各150人 市あんしんセンター
☎739-8727 739-8738。 ※ 詳 細
は区役所などで配布中のチラシで。
成年後見制度シンポジウム

　制度の概要についての講演、分科
会（❶専門職後見人ウソ・ホント❷保
佐・補助の活用について❸成年後見人
等が出来ること-事例を交えて❹任意
後見制度の利用について❺成年後見
人等には欠かせない財産管理）。弁護
士などによる相談コーナーも。 3月
16日㈯13時～16時半（開場12時半）

エポックなかはら7階大会議室 当
日先着150人 市あんしんセンター
☎739-8727 739-8738
環境総合研究所　環境セミナー

　インドネシアなどの研究機関と連携
して取り組んだ国際貢献活動の成果
や、国内の大学や企業などとの共同
研究成果を発表します。 ❶3月18
日㈪14時 半 ～16時 半❷20日㈬14
時半～16時45分 ❶はJAセレサみ
なみビル（川崎駅北口東徒歩7分）❷
は市役所第4庁舎 申込書(チラシ裏
面)をFAXかメール、HPで環境総合
研究所☎276-9001 288-3156
30sojig@city.kawasaki.jp [事前申
込制]。※詳細は区役所などで配布中
のチラシで。
ふらっと「育休＆職場復帰者」
のための子連れカフェ

　職場復帰への不安、保育園探し、
小１の壁などについて話し合える場で
す。子連れ参加、出入り自由。 3
月20日㈬10時半～11時50分 す
くらむ21☎813-0808 813-0864

私に合う働き方
福祉の職場で看護・介護する 

　市内の高齢者福祉施設を見学し、
施設職員との座談会で現場の声を聞
きます。 3月20日㈬13時～17時
市内福祉施設に就労希望の正・准看護
師か介護の仕事に従事したい15人

事前に電話連絡し、3月8日17時（消
印有効）までに申込書を郵送かＦＡＸで
〒211-0053中原区上小田中6-22-5
市 福 祉 人 材 バンク☎739-8726
739-8740 [抽選]。※申込書は区役
所、福祉パルなどで配布中。
井田病院市民公開講座

「肝臓がんの撲滅に向けて」
　 3月22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
春休みスキー＆スノーボード教室

　スキーやスノーボードの履き方や
転び方から学び、基本をマスターす
る初心者向けの教室。1～2日間の9
コース。 3月23日～31日 スノー
ヴァ溝の口－R246（津田山駅徒歩２
分） 小・中学生、各コース30人
4,000～7,000円 3月5日（必着）

趣味の教室
　フラワーデザイン、着付け、書道、
盆栽、絵画、パッチワーク、コーラ
ス、太極拳、ストレッチ体操、エアロ
＆ストレッチ、ヨガ、日本舞踊など24
講座29教室。月単位で受講できます。

市民プラザ 月4,110円から
随時、直接、市民プラザ☎888-

3131 888-3138 [先着順]。※詳
細はお問い合わせください｡
川崎プロボノ部講演＆事例紹介

　真野毅氏（長野県立大学教授）の講
演「人生100年時代に今から備えろ！」と

「プロボノ」を活用した社会貢献プロ
グラムの事例紹介 3月3日㈰14時～
16時 にこぷら新地(二子新地駅西
口徒歩3分) 50人 2月25日から
FAXかHPで、かわさき市民しきん☎
873-4586 872-9327 ［先着順］
市民文化局協働・連携推進課☎200-
2167 200-3800。 ※市HPからも
申し込めます。
運転適性検査と
認知・判断力診断講習会

　安全運転のための心理検査などを
します。運転免許証更新時の講習と
は異なります。 ❶3月7日㈭14時～
16時❷3月19日㈫10時～12時 ❶
は中原区役所❷は多摩区役所 65
歳以上で運転免許証所有の各25人

2月25日9時から電話かFAXで
市民文化局地域安全推進課☎200-
2266 200-3869 [先着順]
地球市民講座「フードバンク活動
の現状とこれから」

　貧困家庭などの食生活を支える
「フードバンク」の活動について、考
え方や仕組みを学びます。講師は藤
田誠氏(フードバンクかながわ事務局
長) 3月9日㈯13時～15時半（開場
12時半） 国際交流センターホール

当日先着260人 市国際交流協会
☎435-7000 435-7010。※詳細
は区役所などで配布中のチラシか協
会HPで。
救命講習会
❶上級救命講習会… 3月16日㈯9
時～18時 幸消防署 1,000円。
❷普通救命講習Ⅰ… 3月18日㈪9時
～12時 川崎消防署 800円。
　 各30人 ❶は3月1日❷は4
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] 
市民後見人養成研修事前説明会

　判断能力が十分でない人に代わっ
て、書類の申請や金銭の管理をする
市民後見人を養成します。5月から開
始する研修には説明会の参加（下記の
いずれか1回）と小論文の提出が必須。
説明会… 3月16日㈯9時半～11時半

までに往復ハガキで〒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
はスポーツセンターなどで配布中のチ
ラシか協会HPで。

保育士試験過去問演習講座
　30年後期試験で実際に出題された
問題を使って解き方を学びます。 3
月23日㈯、30日㈯、9時 ～17時
市役所第4庁舎 31年前期の筆記試
験を受験予定の人、各科目50～100
人 3月8日17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]。※詳細は区役所などで配布中の
チラシか市HPで｡
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。

4月3日～6月19日の水曜(5月1日
を除く)とラジオ出演日、全12回。午
前コース…10時～11時45分、ラジ
オ出演は6月22日㈯。午後コース…
13時半～15時15分、ラジオ出演は6
月23日㈰ かわさきFM（武蔵小杉駅
北口徒歩3分） 各5人 26,000円

3月18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]
聖マリアンナ医科大学公開講座
高齢者向け「筋力アップ教室」

　生活を楽しむための元気な脚づくり
を学びます。 4月13日～6月22日
の第2・4土曜、10時～12時、全6回

聖マリアンナ医科大学 65歳以上
35人 3,900円 3月17日（消印
有効）までに生年月日と性別も記入し
往復ハガキで〒216-8511聖マリアン
ナ医科大学スポーツ医学講座☎977-
8111 977-9327 ［抽選］ 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

　災害時に市内の身近な避難所など
で、医療救護や相談支援をする人材
を養成します。 4月18日㈭10時～
16時半 ナーシングセンター 看護
職資格のある30人 2月25日から
申込用紙をFAXかメール、HPで市看
護協会☎711-3995 711-5103
kenshu@kawa-kango.jp ［先着順］。
※申込書は区役所などで配布中。協
会HPからもダウンロードできます。
ボトルシップ工作指導者養成コース

　基本から丁寧に学びます。子ど
も向け教室の指導者程度の能力が
身に付きます。 4月20日～平 成
32(2020)年3月21日の第3土曜、13

時～16時、全12回 川崎マリエン
15人 1,500円 3月25日(必

着)までに往復ハガキで〒210-0869
川崎区東扇島
38-1川崎港振
興協会☎287-
6009 287-
7922 [抽選]

サイクルフェスタ in 川崎競輪場
　小学生から大人まで、自分の自転
車で競輪場のコースを走れるチャン
ス。最新スポーツバイクの試乗やプ
ロが練習で使うインドアバイクでタイ
ム計測も。 2月24日㈰10時～15
時。荒天中止 川崎競輪場 トー
タリゼータエンジニアリング☎233-
5501（平日9時～17時）。川崎競輪場
☎211-7082 233-8262
青少年の家のイベント
◎親子パネルシアター…紙芝居と風
船クラフト。 3月7日㈭10時～11時。
◎親子ふれあい
動物園… ヤギ
やウサギと触れ
合える移動動物
園。 3月14日
㈭10時～11時。
荒天中止。
　 青少年の家 1歳～就学前の子
どもと保護者、各50組 子ども1人
と保護者1人で500円。1人増えるご
とに300円追加 2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］
川崎大空襲記録展
◎記録展～私たちのまちに「空襲」が
あった…写真、戦争遺品など、市内
の被害記録を展示。 3月9日～5月
6日（4月22日までの月曜、3月19日、
4月16日を除く）、9時～17時。
◎オープニングイベント…空襲体験の
語り、子どもたちによる平和について
の発表。 3月9日㈯13時～15時｡
　 いずれも平和館☎433-0171
433-0232
民家園の年中行事展示
～蚕

こ

影
かげ

山
さん

縁日
　養蚕の神の縁日に、繭や幟

のぼり

を飾る
様子を再現します。 3月9日～23日

（11日、18日、22日を除く）、9時半
～17時 入園料 日本民家園☎
922-2181 934-8652
橘リサコミマルシェ

　野菜の直売、古着などのガラクタ
市。子どもが楽しめるゲームも。
3月10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
伝統工芸館ミニ展示「端午の節句」

　端午の節句に関わる絵柄を染め抜
いた作品を展示。 3月13日～5月5
日（3月22日と4月22日までの月曜を
除く） 伝統工芸館☎ 900-1101

「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



料 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
ぜん息児向けキャンプ
「あおぞらウェルネス」
　ぜんそくについての学習、運動や
訓練、水泳、野外炊飯、キャンプファ
イアなどを、仲間と一緒に楽しみま
す。 ❶6月30日㈰10時～16時❷
7月24日㈬～26日㈮の2泊3日（保護
者は宿泊なし） ❶は、とどろきアリー
ナ❷は青少年の家 市内在住で❶❷
とも参加でき、ぜんそくを治療中か
経過観察中の小学4～6年生（4月現
在）と保護者、30組 かかりつけ医
による意見書作成料や現地までの交
通費は実費 4月10日（消印有効）
までに申込書を直接か郵送で〒210-

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

　木管五重奏「アンサンブル・クノス
ペ」が、日本の歌メドレーやドビュッ
シーの小組曲などを演奏。 3月14
日㈭15時半～16時20分（開場15時）
さいわい健康福祉プラザ3階機能

回復訓練室 当日先着60人 ミュー
ザ川崎シンフォニーホール☎520-
0200 520-0103
多文化映画会
「さとにきたらええやん」
　国籍や障害の有無にかかわらず、
人情が色濃く残る街の人々の奮闘を
描いた、涙と笑いあふれるドキュメンタ
リー映画の上映。監督のトークも。
3月16日㈯14時～16時半 国際交
流センター 6歳以上100人 500
円、高校生以下無料 2月25日9
時半から直接、電話、FAX、メール
で国際交流センター☎435-7000
435-7010 kiankawasaki@kian.
or.jp ［先着順］
かわさきエコ暮らし未来館
春休みバスツアー

　環境総合研究所、かわさきエコ暮
らし未来館、川崎火力発電所、東芝
未来科学館を巡って、環境やエネル
ギーについて楽しく学びます。エコ工

作や実験も行います。 3月27日㈬
9時半～16時半 ミューザ川崎シン
フォニーホール前で集合・解散 小学
生以上40人（小学生は保護者と参加）

3月1日9時から電話で、かわさ
きエコ暮らし未来館☎223-8869
287-9604 ［先着順］
ローグス祭り
　一昨年で結成50年を迎えた、伊波
秀進＆The Big Band of ROGUES。
メンバーやスタッフが一堂に会して、
ラテンジャズのコンサートを開催しま
す。 4月13日㈯❶12時開演（開場
11時半）❷17時開演（開場16時半）
市民プラザ❶は屋内広場❷は、ふるさ
と劇場 ❷は489人 ❷は2,000円

❷は2月25日9時から電話かFAX
で市民プラザ☎888-3131 888-
3138 ［先着順］
東京交響楽団キッズプログラム

　動物たちの金管五重奏「ズーラシア
ンブラス」と東京交響楽団による、0
歳から楽しめるコンサート。 4月
27日㈯❶11時開演❷14時半開演
カルッツかわさき 各回1,600人
高校生以上3,500円、中学生以下
1,500円、保護者膝上の2歳以下無

04 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

2019（平成 31）年　2 月 21 日号　No.1203

3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
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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

川崎フロンターレ
（サッカー）家長昭博選手

富士通フロンティアーズ
（アメリカンフットボール）

8577健康福祉局環境保健課☎200-
2487 200-3937 ［抽選］。※チラ
シと申込書は区役所などで配布中。
市HPからも申し込めます。

　同選手は、2018Jリー
グ最優秀選手賞を受賞しま
した。

　同チームは、1月3日に
開催されたライスボウル
で3連覇を達成しました。

　これらの功績と栄誉をたたえ、市からスポーツ特別賞を贈呈しました。
市民文化局市民スポーツ室☎200-3723 200-3599

市スポーツ特別賞を贈呈
ポプリ サロン・コンサート

  皆さんが持っている南武線沿線の街のイメージ「じゃない」、「ナイス」な写真を
インスタグラムで募集したところ、315件の応募がありました。その中から優秀
作品に輝いた写真を紹介します。
総務企画局シティプロモーション推進室☎200-2473 200-3915

※「なんぶりんぐ」は南武線沿線の５自治体（川崎市、稲城市、府中市、国立市、立川市）
で行う共同プロモーションプロジェクトです

©KAWASAKI FRONTALE

武蔵小杉の紅葉
撮影者：naotto9
撮影地：中原平和公園
武蔵小杉駅徒歩約10分
元住吉駅徒歩約５分

川崎賞

竹林の中の伏見稲荷神社
撮影者：inagi_photo
撮影地：伏見稲荷神社
※通常は立ち入ることが
できません

稲城賞

大國魂神社の竹あかり
撮影者：yumi_season
撮影地：けやき並木通り
府中本町駅徒歩約５分

府中賞

谷保の田んぼ
撮影者：sana.yokko
撮影地：谷保地域の田んぼ　
谷保駅徒歩約10分

国立賞

立川賞

銀世界の国営昭和記念公園
撮影者：to.nakai
撮影地：国営昭和記念公園　
立川駅徒歩約10分

JR東日本特別賞

是政橋から見る /撮る南武線
撮影者：tak_u_a
撮影地：是政橋（府中市）　
南多摩駅徒歩約7分

「じゃない」を探すと「ナイス」が見えてくる

が集まりました！

「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
集まりました！

なんぶりんぐ　レアリア 検索優秀作品はHPでも公開しています

シティプロモーション推進室
佐藤拓郎 職員

結果発表 たくさんの応募ありがとうご
ざいました。今回集まった作
品の多くは日常の街並みを魅
力的に表現していて、街への
愛着が伝わってきました。皆
さんもぜひ南武線に乗って街
の魅力を探してみませんか。




