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　15年前の市制記念日である７月１日、川崎が世界に誇るホー
ル、ミューザ川崎シンフォニーホールがオープンしました。開館
以来、まちの魅力の一つである「音楽のまち・かわさき」のシンボ
ルとして、さまざまなジャンルの良質な音楽を提供する場である
とともに、地域交流の場の創出や子どもたちに向けた音楽教育
の取り組みなどが認められ、国から地域創造大賞を川崎市の施
設として初めて受賞しました。音楽を鑑賞するためだけのホール
ではなく、ホールから人と人とのつながりが生まれ、音楽を愛す
る多くの皆さまとともに歩んできた証しだと思っています。

　いよいよ夏が始まる７月は、恒例の夏の音楽祭「フェスタサマー
ミューザKAWASAKI」が開催されます。なんと、来場者アンケー
トで公演の満足度は９８％という驚異の音楽祭です。今年は、「１５
年目の熱

ねっ

響
きょう

へ！」をキャッチフレーズに、連日、熱い思いがこもっ
たステージが繰り広げられます。どなたにもきっとお好みのコン
サートが見つかるのではないでしょうか。この機会にぜひ体感し
ていただき、皆さまと一緒に「音楽のまち・かわさき」を盛り上げ
ていきたいと思います。

ミューザとともに ～音楽のまち・かわさき～

川崎市長
福田 紀彦

特 集 ミューザ川崎シンフォニーホール
人が、交わり、響く場所

開館15周年
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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：152万8,118人（前年同月比12,976人増）　世帯数：73万8,813世帯
川崎市のデータ（令和元年6月1日現在）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



　　　　　　　ミューザ川崎シンフォニーホール

　音楽ホールの他にも市民交流室、研修室、会議室など
をそろえています。
開館時間：９時～２２時　住所：幸区大宮町１３１０
アクセス：川崎駅中央西口直結徒歩３分、京急川崎駅徒歩８分
連絡先：☎️５２０-０２００（１０時～１８時） ５２０-０１０３
※コンサート、チケットの購入方法、イベント情報など詳細は、施設ＨＰ

　ホール内は、全ての席
に美しい音が響きますが、
場所によって聞こえ方が
異なります。コンサートに
よって違う位置から鑑賞
するのも楽しみ方の一つ
です。詳細は施設HPで調
べてみてください。

◀︎PDF版は
　こちら 

　会議では、意見がぶつかるこ
ともあるけれど、自分たちが考え
た企画で楽団の人たちが演奏し
てくれると思うとワクワクします。

　小中学校にはないような楽
器に触れたり、世代を超えた交
流の場を持てるのもミューザな
らではです。

　本番に向け、仲間たちと
練習に励んでいます。ホー
ルに響く合同オーケストラを
ぜひ聞きに来てください。

詳細は特設HP 検索サマーミューザ

検索ミューザ川崎シンフォニーホール

市民交響楽祭
実行委員長
横須賀 朝子さん

今年のジュニアプロデューサー
笹川 修矢さん（小５）

❶図書カード
　（1,000円券）　5人
❷ミューザオリジナル
　バッグ　10人

7月31日（必着）までに、①読んだ号（7月1
日号と記入）②氏名③住所④年齢⑤良かった
記事とその理由⑥区版への意見⑦希望する
プレゼントの番号を記入し、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 [抽選]
※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

…夜公演【公演スケジュール】

※特に記載のない限り、未就学児は入場できません
※チケット完売の場合はご了承ください
※昭和音楽大学（新百合ヶ丘）での出張公演もあり

ます

7月27日㈯ 東京交響楽団オープニングコンサート
7月28日㈰ 新日本フィルハーモニー交響楽団　　
7月29日㈪ 東京都交響楽団
7月30日㈫ 神奈川フィルハーモニー管弦楽団　　　
7月31日㈬ 読売日本交響楽団　　　　　　　　　
8月  1日㈭ 洗足学園音楽大学　　　　　　　　　
8月  2日㈮ ＰМＦオーケストラ　　　　　　　　
8月  3日㈯ ＮＨＫ交響楽団
8月  4日㈰ 仙台フィルハーモニー管弦楽団
8月  6日㈫ 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 
8月  7日㈬ 日本フィルハーモニー交響楽団
8月  8日㈭ サマーナイト・ジャズ　　　　　　　
8月  9日㈮ 昭和音楽大学　　　　　　　　　　　
8月10日㈯ 真夏のバッハⅣ　　　　　　　　　　
8月11日㈷ 東京フィルハーモニー交響楽団
8月12日㈷ 東京交響楽団フィナーレコンサート
こどもフェスタ2019（４歳から入場可）
7月28日㈰ イッツ・ア・ピアノ・ワールド
8月10日㈯ かわさきジュニアオーケストラ発表会

　初めてのクラシックコンサー
トでも安心。知っておきたいマ
ナーや休憩時間を楽しく過ごす
ためのガイドブックをミューザ
で配布中。

ガイドブックを無料配布中

　ロンドン、パリ、ミュンヘン、これらの街のどこにも、ミュ―
ザのように美しく自然な音のするホールはありません。

ミューザの
　 ココが魅力

読者アンケート＆プレゼント

世界で活躍する指揮者も絶賛

ミューザ初心者にはコレ！

　   とびきりの癒やしと
    ワクワクを あなたに

　　　　　　　ミューザ川崎シンフォニーホールは、 「音楽のまち・かわさき」のシンボルとして
　　　　　　　　平成１６年７月１日にオープンし、 今年で開館１５周年を迎えます。
　　　　　　　世界最高クラスの音響による癒やしの 空間と、音楽との多様な関わりを提供し、
　　　　　　　　　　これからも市民の皆さんに愛さ れるホールを目指します。       
　　　　　　　 ミューザ川崎シンフォニーホール ☎520-0100（代表） 520-0103

ミューザおすすめ公演セレクション川崎が世界に誇るホール

ミューザから新しいつながりや感動が生まれる

DATA
子ども×音楽家

毎月開催 ！

ミューザ川崎シン  フォニーホール

　ホールは、らせん状の客席が３６０度ステージを取り囲むヴィンヤード（ブドウ畑）形式。ステージと客席の
距離が近く、臨場感あふれる演奏を楽しめます。

　ミューザでは、演奏会以外にも音楽を通した、さまざまな人たちとの関わりをつくり、子ども
たちの夢や豊かな心を育むことを目的としたワークショップやコンサートなどを行っています。 検索わくわくミューザその他の取り組みは

　クラシック音楽にも「夏フェス」があるんです。
リーズナブルな価格で本格的なクラシック音
楽を楽しめます。
◆入場料１公演２,０００～４,０００円中心
◆２５歳以下は対象の公演が半額に
チケットの申し込みはチケットセンターまで
☎️５２０-0200（10時～18時）

　さまざまなジャンルから自分の好みに合ったプログラムを見つけませんか。

　ジュニア・プロデューサー企画では、公募で集まった小学４～６年生が東京交響楽団
メンバーによる演奏会のプロデュースを行います。４月から約３カ月の間、ミューザス
タッフの力も借りながら、チラシづくりや7月1日

「ミューザの日」の演奏会の司会、チケットのもぎり
など、全て自分たちで行います。

　５００円から気軽に楽しめるコンサートです。月ご
とにさまざまなジャンルのアーティストが音色を奏
でます。日程など詳細は、施設HPをご覧ください。

ランチタイムコンサート
１２時１０分～５０分
５００円

ナイトコンサート
１９時～２０時
１,０００～２,０００円

　ミューザ開館１５周年を飾るスペシャル公演。オーケストラ約１５０人、合唱約
２５０人、総勢約４００人による一大スペクタル作品。美しくロマンティックで壮
麗な音絵巻を全身で満喫してください。
出演：ジョナサン・ノット=右写真=（指揮）、東京交響楽団（管弦楽）、他

１０月５日（土）、６日（日）、１５時開演　 5,０００～12,０００円

子ども×音楽大学
　５月のこどもフェスタでは、市内にある音楽
大学の学生が、子どもたちに楽器に触れる機
会を提供し、音楽に触れる楽しさを感じてもらっ
ています。

　市民が主役の音楽イベント
　秋にかけて開催される市民によるコンサートもお楽しみください。
●市民交響楽祭

市内４つのアマチュアオーケストラ団体による合同公演
8月25日（日）14時開演 １,５００円

●プラチナ音楽祭
シニア世代による合唱や合奏の公演

９月２１日㈯１０時開演 無料 
●市民吹奏楽祭

小学生～社会人の各団体による吹奏楽公演 
１０月１４日（祝）第1部１０時半、第２部１４時半開演
前売り７００円、当日８００円※市民吹奏楽祭は９月上旬からチケット販売予定

日本を代表する楽団の活動拠点

トピックス

トピックス

　市のフランチャイズ
オーケストラとしてミュー
ザを拠点に活動する東
京交響楽団。音楽監督
に世界的指揮者のジョ
ナサン・ノットを迎え入
れ、定期演奏会の他、
こども向けプログラム、
市内での巡回公演など、
さまざまな活動を行って
います。

多彩な音色のパイプオルガン
音色の種類は７１、パイプの数は５,２４８本と国内最大級

ミューザホールオルガニスト
大木 麻理氏

ロンドン交響楽団
音楽監督
サイモン・ラトル氏

今年のこどもフェスタ学生スタッフ
洗足学園音楽大学大学院２年生　
今橋 夢佳さんイベント広報のためのPR動画を

制作する子どもたち

　気軽に行けるコンサート

　「シェーンベルク～グレの歌」
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「かわさき市政だより」２１日号は、新聞折り込みで配布の他、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

　公文書や個人情報の開示などは郵送、FAX、市 HP で請求できます（個人情報の
場合は本人確認書類などが必要）。個人情報の保護に関する不安や苦情には、個人
情報保護委員が相談に乗ります。事前に行政情報課へ電話で予約してください。

まずは電話で相談を！　人権オンブズパーソン
月・水・金曜…13 時～ 19 時、土曜…9 時～ 15 時（祝日、年
末年始を除く）
○いじめ、友達との関係など子どもの相談
　子どもあんしんダイヤル（子ども専用） 0120-813-887、
　大人用☎ 813-3110
○ドメスティックバイオレンス、性差別など男女平等に関わる相
　談☎ 813-3111

　生田緑地にある 4 つの施設と登戸駅行政サービスコーナーを巡るスタンプラリーを実
施します。スタンプを 3 つ集めた人には記念品をプレゼント。5 つ全部集めた人には、
抽選でオリジナルグッズなどが当たります。
日時　7 月 13 日～ 9 月 1日、各施設の開館時間中
対象施設　藤子･Ｆ･不二雄ミュージアム、岡本太郎美術館、日本民家園、かわさき宙

そら

と
緑の科学館、登戸駅行政サービスコーナー
※台紙は各施設と生田緑地東口ビジターセンターなどで配布。スタンプは無料で押せます

生田緑地東口ビジターセンター☎ 933-2300
建設緑政局生田緑地整備事務所☎ 934-8577 934-8578

　市民から申し立てがあった市
政への苦情を調査・解決し、市
政を監視・改善する制度です。
　平成 30 年度の受付件数は
126 件で、生活保護や施設利
用に関する申し立てが多くみら
れました。処理状況は右図の通
りです。

市民オンブズマン事務局
☎ 200-3691 245-8281

　子どもの権利の侵害と男女
平等に関わる人権侵害の相談
を受け、救済を図る制度です。
　平成 30 年度の相談内容は
右図の通りです。子どもの相
談では子ども本人からの相談
の割合が多くなっています。
救済の申し立ては 6 件で、全
て子どもに関するものでした。

人権オンブズパーソン担当
☎ 813-3112 813-3101

●公文書公開制度
　前年度に比べて開示請求件数が減少。処分に対する
審査請求は 7 件でした。出資法人（市の出資比率 25％
以上の 22 法人）の情報公開制度は、33 件の文書開示
申し出があり、異議の申し出はありませんでした。
●個人情報保護制度

　個人情報ファイルの届け出件数は 37 件。開示請
求件数は前年度より減少しました。その他、訂正請
求は 4 件（一部承諾 2、拒否 2）、提供の停止請求は
2 件（拒否 2）で、審査請求は 10 件ありました。個
人情報保護委員（弁護士に委嘱）が対応した苦情処
理は 14 件でした。

総務企画局行政情報課☎ 200-2107 200-3751

詳細は区役所、市民館などで配布中の報告書か市 HPをご覧ください。

市民オンブズマン制度 市民オンブズマン苦情申し立て処理状況

人権オンブズパーソン相談内容別件数

◆子ども、男女平等以外の相談45件

◆子どもの相談 ◆男女平等の相談

市制記念多摩川花火大会
有料協賛席を販売

英国代表チーム川崎キャンプボランティア募集

夏休み生田緑地スタンプラリー市民オンブズマン　
人権オンブズパーソン
平成30年度の活動報告

情報公開制度　平成30年度の運営状況

公文書
開示請求
1,980 件

開示　　 1,330 件
部分開示　443 件
拒否　　　  43 件
取り下げ　 164 件

個人情報
開示請求
440 件

開示　　 　214 件
部分開示　119 件
拒否　　   102 件
取り下げ　     5 件

　東京大会に出場する英国オリンピック・パラリンピック代表チームの事前キャンプ
施設で練習場設営、警備・移送サポート、通訳などを行うボランティアを募集します。
　活動期間…2 年 7 月 5 日～ 9 月 2 日他、関連事業実施時。活動場所…等々力陸上
競技場など。対象…次の条件を満たす人❶市内在住・在勤・在学（外国人市民は居住
資格が必要）❷ 2 年 4 月 1 日時点で 18 歳以上❸期間中に５日以上（１日５時間程度）
活動できる❹メール、携帯電話での連絡が可能❺英語によるコミュニケーションに臨
める、など。人数…300 人程度。応募者は 9 月下旬～ 10 月上旬に開催する面談会へ
の参加が必須（面談会への申し込みは先着順。満席などで希望に添えない
場合もあります）。登録決定後は研修会への参加が必須です。
　 7 月 1 日～ 9 月 2 日に応募用紙を郵送か FAX、HP で。 [ 選考 ]

▲市観光写真コンクール優秀賞
　「クライマックス」撮影：能登正俊さん

10月5日㈯

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町 3-4 パシフィックマークス横浜イースト 4 階
英国代表チーム川崎キャンプボランティア募集事務局☎ 045-277-0771 045-277-
0772 市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室☎ 200-2020 200-3599
※ボランティア登録のための応募用紙は区役所などで配布中。応募条件、面談会、研
修会などの詳細は事務局 HP で。事務局 HP は 7 月1日開設

　市民の知る権利を保障し、より開かれた市政を実現するための情報公開制度には、公
文書公開、個人情報保護、会議公開などがあります。

川崎会場は 7 月16 日10 時から、上野毛会場は 29 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：642-727、上野毛会場：642-728）。チケッ
トぴあ、イープラス、楽天チケットのHPからも申し込めます。［先着順］
※複数の席、シートを希望する場合は販売事務局で購入してくださ
い。隣接する席を用意できます

経済労働局観光プロモーション推進課☎ 200-2329 200-3920

●会議公開制度
　195 の審議会などに対して、その開催数は前年度より増加し、延べ 2,061回、傍聴者
数は 206 人でした。
　市の審議会の会議開催日程などは区役所や市 HP などで、会議録は公文書館と情報プ
ラザで見ることができます。

人権オンブズパーソン制度

取り下げ
7 件

調査継続中
29 件

その他
7 件

管轄外
16 件

虐待・体罰
10 件

いじめ 26 件

学校などの
対応の問題 35 件

権利侵害がないと
思われる相談 59 件

ストーカー
1 件

セクハラ
2 件

セクハラ 1 件

ドメスティック
バイオレンス 14 件

その他
4 件

※前年度継続分 20 件を含む

市政に不備が
ないもの 50 件

申し立ての趣旨が
認められたもの 37 件

146件
※

17件135件

　場所取りすることなく、花火
をゆったり観賞できる指定席を
販売します。同時に打ち上がる
世田谷区の花火もよく見える他、
特殊効果を組み合わせた花火や
音楽花火を存分に楽しめます。
専用トイレも設置しています。
場所　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）
費用　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

18時～19時
荒天中止

日程・開始時間 場所 各前日（必着）までに必要事項（５
面参照）と希望日時も記入しハガキか
FAX、HP で。[ 事前申込制 ]
※説明会（1回 1 時間程度）は希望者
のみ参加。説明会終了後、会場でボラ
ンティアへの応募もできます

7 月 24 日㈬、14 時半、19 時 産業振興会館
8 月 4 日㈰、10 時半、14 時 中原区役所
8 月 5 日㈪、14 時半、19 時 多摩市民館
8 月 7 日㈬、14 時半、19 時 麻生市民館
8 月 22 日㈭、14 時半、19 時 ミューザ川崎
8 月 24 日㈯、13 時、　 16 時 中原区役所

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
す
る
説
明
会



申込書を直接、郵送、FAXで〒210-
8577教育委員会指導課☎200-
3737 200-2853 [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。
成人式ポスターデザイン

　2年１月13日㈷に行う「成人の日を
祝うつどい」のポスターデザイン。採
用作品は市内各所に掲示する他、パ
ンフレットの表紙になります。受賞者
には表彰・副賞あり。 9月6日(必
着)までに作品と必要事項を直接、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。

講 座  講 演
人権啓発講演会

　元新聞記者の藤井昭三氏が、さま
ざまな人権問題の取材経験などにつ
いて語ります。 7月25日㈭13時
半〜16時（開場12時半） サンピア
ンかわさき大ホール 当日先着400
人 手話通訳希望者は7月17日
までにFAXで市民文化局人権・男女
共同参画室☎200-2316 200-
3914

　昔の川崎の映像記録を見る他、地
域の人の話を聞き、未来のまちの姿
を描いて発表します。 7月30日㈫
13時〜16時 てくのかわさき 小
学4〜6年生50人 7月16日まで
に市HPで市民文化局市民文化振興
室☎200-2433 200-3248 ［抽
選］。※詳細は市HPで。
王禅寺エコ暮らし環境館
夏の環境教室

　資源化処理施設の探検バスツアー、
ごみ投入見学、燃料電池自動車の同
乗体験、工作教室などを通して環境
やエネルギーについて学びます。 8
月2日㈮〜4日㈰、16日㈮〜18日㈰、
10時〜15時 王禅寺エコ暮らし
環境館☎712-4637 712-4638。
※事前予約制や当日整理券を先着順
で配布するイベントもあります。詳細
は区役所などで配布中のチラシか同
館HPで。
マンション管理基礎セミナー

　長期修繕計画の立て方や修繕積
立金について。 9月8日㈰13時半
〜16時 エポックなかはら 150人

7月24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]

川崎の過去、現在の映像記録から
未来のまちの姿を描く
ワークショップ
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案 内
市議会議長・副議長の紹介

　5月20日開会の令和元年第2回市
議会臨時会で、議長に自民党の山崎
直史議員＝左写真＝が、副議長に公
明党の花輪孝一議員が、それぞれ就
任しました。 議会局庶務課☎200-
3354 200-3953
納期のお知らせ

　固定資産税・都市計画税第2期分の
納期限は7月31日です。金融機関、
コンビニなどでお納めください。 市
税事務所資産税課、市税分室資産税
担当。
国民健康保険被保険者証と
後期高齢者医療被保険者証の送付

　国民健康保険被保険者証…8月1
日から有効の保険証を、7月中に発
送します。現在の保険証は7月31日
限りで無効になります。後期高齢者
医療被保険者証…平成30年中の所
得に基づき負担割合の判定を行いま
す。負担割合に変更があった場合は、
新しい保険証を７月中旬に送付しま
す。 こくほ・こうきコールセンター
☎982-0783。区役所保険年金課、
支所区民センター保険年金係。
国民健康保険の限度額適用
認定証などの年次更新について

　❶限度額適用認定証❷限度額適
用・標準負担額減額認定証❸食事療
養標準負担額減額認定証❹特定疾病
療養受療証（69歳以下の慢性腎不全
の人のみ）は、原則として有効期限が
7月31日です。 ❶❷❸は平成30年
の所得などに応じて医療費の負担区
分を再判定しますので、住んでいる
区の区役所・支所区民センターで手続
きしてください。手続きに必要なも
の…被保険者証、長期入院した人は
入院期間が証明できる領収書など。
❹は新しい受療証を7月中に発送しま
す。 区役所保険年金課、支所
区民センター保険年金係 こくほ・こ
うきコールセンター☎982-0783
国民年金保険料免除･猶予制度

　保険料の納付が困難な人には、申
請し承認されると保険料納付が免除・
猶予される制度があります。継続申
請が承認されている人以外は毎年申
請（本年度分は7月から受け付け）が

必要です。
◎免除制度…保険料（月額16,410
円）の全額または一部（4分の3、半額、
4分の1）を免除。
◎納付猶予制度…対象は50歳未満

（学生納付特例制度対象者を除く）。
　 区役所保険年金課、支所区
民センター保険年金係。
旧優生保護法に基づく優生手術を
受けた人への一時金支給について

　県では、県内在住で優生保護法に
基づく優生手術などを受けた人を対
象に、一時金（320万円）支給の請求
や相談を受け付けています。 県
健康医療局がん・疾病対策課☎045-
663-1250 045-210-8860。※
詳細は問い合わせるか県HPで。
市民プラザ暫定駐車場の設置

　隣接する橘処理センターの建設工
事のため、8月5日から市民プラザ
の立体駐車場を閉鎖し、工事終了（5
年度中）まで橘処理センター敷地内
に暫定駐車場を設置します。 市民
文化局企画課☎200-2264 200-
3707。※詳細は市民プラザ館内に掲
示、または同館HPで。
夏休み期間中
小学生の市バス乗車料金が50円に

　7月20日〜9月1日の期間、 料 金
を支払う前に「小学生です」と告げる
と、小児乗車料金が50円（深夜バス
は100円）になります。※小児IC定期
券は申告不要です。 交通局管理課
☎200-3235 200-3946
多摩図書館の休館

　7月20日㈯は多摩区総合庁舎の
害虫駆除業務のため、臨時休館しま
す。なお、返却ポストは使用できます。

多摩図書館☎935-3400 935-
3399

3399 募 集
市営緑ヶ丘霊園
合葬型墓所への改葬希望者

　市営の霊園内の墓所を「墓じまい」
する人を対象に、合葬型墓所への改
葬希望者を募集します。詳細は7月に
送付する管理料納付の通知に同封の
書面で。 事前に電話で予約の上、
同封の書面を持参して直接、霊園事
務所☎811-0013 819-4882
アメリカ・ボルティモア市と
近郊都市訪問「川崎市民交流団」

　川崎市との姉妹都市提携40周年
を記念し、現地市民との交流を目的
に同市と近郊都市を訪問します。事
前に説明会あり。 11月7日㈭〜
13日㈬（6泊7日） 市内在住・在勤の
18歳以上20人 約40万円 7月

15日9時半から電話、FAX、メール
で市国際交流協会☎435-7000
435-7010 kiankawasaki@kian.
or.jp ［先着順］
「川崎市プレミアム付商品券」の
取扱店舗

　住民税が非課税の人、または子育
て世帯を対象に発行する「川崎市プレ
ミアム付商品券」の取扱店舗を募集し
ます。商品券使用期間は10月1日〜
2年3月31日。1冊5,000円（500円
券×10枚つづり）。 市内小売店他

7月31日までにHPで川崎市プレミ
アム付商品券事務局。 ［選考］ 市プ
レミアム付商品券コールセンター☎
0570-550-201。 経済労働局商業
振興課☎200-0146 200-3920。
※申し込み方法など詳細はお問い合
わせください。
知的障害者を対象とした
市非常勤嘱託員（チャレンジ雇用）

　一般企業への就労に意欲的な、知
的障害がある人を対象に、市で一定
の経験を積めるよう採用します。資
格…平成13年4月１日以前に生まれ、
市内在住で療育手帳の交付を受けて
いる人。 人数…若干名。 任用開始
日…12月1日。選考日…9月1日㈰。

7月2日〜31日（消印有効）に申
込書を簡易書留で〒210-8577総務
企画局人事課☎200-2126 200-
3753 [選考]。※申込書（選考案内）
は7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。勤
務条件など詳細は選考案内で。
地域医療審議会市民委員

　地域医療に関する重要事項を調
査・審議します。資格…20歳以上で
市内在住１年以上の人(市職員と市付
属機関などの委員を除く)。任期…9
月1日〜2年3月31日。 人数…1人。

7月31日（消印有効）までに郵送
で〒210-8577健康福祉局保健医療
政 策 室 ☎200-3740 200-3934 

［選考］。 ※申し込みの詳細、小論
文のテーマなどは市HPで。
「ヤングかわさき
ジョイフルバンド」参加者

　

　
　「子どもの音楽の祭典」に出演しま
す。 2年1月26日㈰ ミューザ川
崎シンフォニーホール 中学・高校生
80人 8月2日（消印有効）までに

シティプロモーション担当ツイッター 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

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

公式チャンネル 川崎市チャンネル 検索

か わ さ き 市 政 だ よ り



　市場の見学などを行い「食」について
学びます。 8月3日㈯、6日㈫…く
だものの日。5日㈪…さかなの日。い
ずれも8時半～12時 北部市場 小
学3～6年生と保護者、各日15組

7月18日（必着）までに申込書を郵送
か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。詳細は市HPで。
ひとり親家庭向け
看護学校受験小論文対策講座

　予備校講師が小論文の書き方を教
えます。 8月4日㈰10時～15時
母子･父子福祉センター 市内在住
の、ひとり親家庭の父母か寡婦15人。
保育あり（1歳～小学2年生、先着10
人、要予約） 7月25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]
成年後見制度研修

　弁護士による講座と質疑応答で制
度の基礎知識を学びます。 8月6日
㈫13時半～16時半 エポックなかは
ら 40人 7月30日(必着)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。

市場体験！夏休みこども食育講座
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ミューザ川崎シンフォニーホール

MUZAランチタイムコンサート
　東京交響楽団 金管五重奏〈夏休み
スペシャル！4歳からＯＫ〉をお送りしま
す。トランペット：佐藤友紀・松山萌、
ホルン：上間善之、トロンボーン：鳥塚
心輔、テューバ：渡辺功。曲目：J.S.バッ
ハ／パルティータ第2番からシンフォ
ニア他。

8月20日㈫12時10分～12時50分
500円
直接、電話、HPで同ホール

☎520-0200（10：00～18：00）
520-0103

川崎駅中央西口徒歩3分 

市民ミュージアム
☎754-4500 754-4533
武蔵小杉駅からバス

「市民ミュージアム前」下車すぐ
原則月曜と祝日の翌日休館

かわさき宙
そら

と緑の科学館
☎922-4731 934-8659

企画展『かわさき生き物マップ
～みんなで見つけた生き物たち』
　「かわさき生き物マップ」は、みんな
の投稿で作る生き物の地図です。み
んなが見つけた
川崎の生き物た
ちを写真や標本
で紹介します。

7月20日～
8月25日

日本民家園
☎922-2181 934-8652

企画展示「おこさまとのくらし
～岡上の養蚕信仰」
　麻生区岡上地区で伝承されてきた
養蚕にまつわる信仰を紹介。毎月1回、
企画展示解説も（詳細は同施設HPで）。

7月3日～11月24
日、9時半～17時（11
月は16時半まで、入
園は30分前まで）

入園料

向ヶ丘遊園駅南口徒歩12〜17分／原則月曜と祝日の翌日
（藤子・F・不二雄ミュージアムは火曜）休館

岡本太郎美術館
☎900-9898 900-9966

藤子・F・不二雄ミュージアム
登戸駅から直行バスあり 完全予約制
☎0570-055-245（9:30～18:00）

ドラえもん50周年展がスタート
　連載開始50周年を記念した原画展
の第1期「『ぼくドラえもん。』ドラえも
んのはじまり」がスタート。市民向け
優先チケット販売
も実施中。 詳細
は同施設HPで。

7月20日～2年
1月30日

生田緑地内の
博物館

これまでの企画展みんな見せます！
前期／岡本太郎・縄文から現代へ
　開館20周年記念として、これまで
の企画展を振り返ります。前期展で
は、岡本太郎の多面的な活動の足跡、
フィールドワーク、岡
本と関わりの深い同
時代作家を紹介。

7月13日～10月14日
観覧料

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

　 8月7日㈬9時～18時 宮前消
防署 30人 1,000円 7月24
日9時から電話で市消防防災指導公
社☎366-2475 272-6699 [先着
順]

イベント
夢パまつり

　ウオータースライダーやドラム缶風呂
など、水遊びを楽しめます。タオルや
着替えを持参。 7月15日㈷11時～
16時（開場9時）。荒天中止 子ども
夢パーク☎811-2001 850-2059 
川崎大師風鈴市

　日本全国から集まった900種類、
30,000個の風鈴を展示即売します。

7月17日㈬ ～21日㈰、10時～18
時（20日は20時まで）。荒天中止

川崎大師平間寺☎266-3420
277-8173 経済労働局観光プロ
モーション推進課☎200-2308
200-3920
坂本九と岡本太郎～大阪万博の夢

　坂本九の次女・舞坂ゆき子さんによ
るコンサートや、坂本九と岡本太郎と
の交流を振り返るトークショー。 7月

20日㈯13時半開演 岡本太郎美術
館 入館料 市民文化局市民文化振
興室☎200-2433 200-3248
夏休み映画上映会

　「きかんしゃトーマス とびだせ！友
情の大冒険」を上映します。 7月
29日㈪13時～14時15分（受け付け
12時） 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
夏休みこども議場見学会

　市議会の仕組みを学び、議長・副議
長へ質問します。 7月31日㈬9時半
～12時15分 市役所第2庁舎市議会
議場 小学4～6年生と保護者25組

7月21日（必着）までに全員の氏名、
子どもの学年、議長・副議長に質問し
たいことも記入しハガキ、FAX、市HP
で〒210-8577議会局広報・報道担当
☎200-3377 200-3953 [抽選]
夏休み親子で探検・
鶴見川流域ふれあいバスツアー

　源流保水の森散策、生物調査体
験など。 7月31日㈬9時 半 ～16
時40分。荒天の場合は8月2日㈮に
延期 淵野辺駅南口集合、新横浜
駅解散 小学3年生以上と保護者
45人程度 7月19日までに全員の
必要事項を記入し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☎200-2903 200-7703
夢見ヶ崎動物公園サマースクール

　動物の餌やり、獣舎の清掃など、飼
育員の仕事を体験。 8月10日㈯8時

半～15時。荒天中止 小学5、6年
生15人 7月17日～19日に電話
で夢見ヶ崎動物公園☎588-4030
588-4043 [抽選]
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・
滋さんが撮影した写真などを展示。

8月14日 ㈬ ～19日 ㈪、 9時 ～19
時半（14日は13時から、19日は17
時まで） アートセンター 市民文
化局人権・男女共同参画室☎200-
2688 200-3914。※19日はアニ
メ映画「めぐみ」の上映も。上映時間
など詳細はお問い合わせください。
いのちの電話～山形由美＆荘村清
志ハートフル・デュオ・コンサート

　 10月5日㈯14時～16時 エ
ポックなかはら 6歳以上900人
4,000円 7月15日から料金を郵便
振替で（川崎いのちの電話事業推進
委 員 会：口 座00200-1-130682）。
入金確認後、チケットを発送。[先
着順] 川崎いのちの電話☎722-
7121 722-7122。健康福祉局
精 神 保 健 課 ☎200-3608 200-
3932。※詳細は区役所、市民館な
どで配布中のチラシで。

なばたとしたか こびとづかんの世界　　　　
　原画、スケッチ、フィギュアなどを紹
介。「こびと探し」スタンプラリー、ワー
クショップ、サイン会なども実施予定。
詳細は同施設HPで。

7月6日～9月8日
一 般600円、65

歳以上と高校・大学
生450円

広報テレビ・ラジオ番組

総務企画局シティプロモーション推
進室☎200-3605 200-3915

土曜9：00～9：15（地デジ3ch）
LOVEかわさき（tvk）

日曜18：15～18：30（84.7MHz）
COLORFUL KAWASAKI（FMヨコハマ）

月～金曜15：30～16：00（79.1MHz）

金曜17：28～17：33（1422kHz）

かわさき  ホット☆スタジオ（かわさきFM）

かわさき  for you（ラジオ日本）

※スマートフォンなどでも聞けます

パーソナリティー　吉木由美

パーソナリティー　松原江里佳

MC　敦士

検索かわさきFM

か わ さ き 市 政 だ よ り

かわさきスポーツパートナー

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

　市代表として都市対抗野球大会（東
京ドーム）に出場する東芝野球部の試
合日に、この市政だよりを持って「東芝
受付側」にある川崎市受付に行くと観
戦できます。全試合対象…2回戦7月
16日 ㈫18時 ～、3回 戦21日 ㈰10時
～、4回戦23日㈫10時～、準決勝24
日㈬14時～、決勝25日㈭18時～（東
芝は2回戦から。3回戦以降は勝ち進
んだ場合）。詳細は市HPで。

市民文化局市民スポーツ室☎200-
2257 200-3599
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民家園に移築
されている

蚕影山祠堂 カワセミ

市民招待　都市対抗野球大会
川崎市代表　東芝ブレイブアレウス
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