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「教育だより かわさき」では読者のみなさまのご意見・ご感想をお待ちしております。 ☎044-200-3268 教育委員会事務局 企画課

http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000043954.html
●「教育だより かわさき」のホームページ

●編集・発行者

教育だより  かわさき

川崎市教育委員会
〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地 044-200-3268 044-200-3950

イベントカレンダーイベントカレンダー 2018.7月～2018.10月2018.7月～2018.10月いろんな
イベントが
盛り沢山!

※一部カレンダーに掲載していないイベントがございます。他イベントについては各施設ページをご確認下さい。
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「メルるん」

メルるんの絵日記
まちがいさがし
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おやコミュポイントは
親子で考え・意識したい話題を
示したマークです。

ピックアップ

川崎市子ども会議に参加しませんか？

健康給食@川崎プロデュースbyTANITA
「地域の寺子屋」と連携した食育推進事業を開催！

子 ど も の 権 利

食 育

イベントInformationイベントInformation
情報満載の
夏

7月29日まで

9月9日まで

9月2日まで

日程 イベント開催場所曜日

7/7

土7/28

SHISHAMO展
 ～5Years Thank You～ [2013-2018]

藤子・F・不二雄ミュージアム

生田緑地
学校法人深堀学園
外語ビジネス専門学校

2018夏休み生田緑地スタンプラリー
街へ、緑へ、Let's Go !!

夏の市民公開講座「国際交流会」

岡本太郎美術館

市民ミュージアム

美術館で自由研究の準備！
作ろう！パブリックアートマップ！

日7/29 新聞紙で不思議な海のいきものをつくろう！

金8/3

土7/14

とどろきアリーナ フラッグフットボール体験教室

土8/4 川崎国際交流センター 「ふれあい交流会」

原画展 「キテレツ大百科 × ドラえもん」 
～ 江戸時代の発明と未来のひみつ道具～
（後期展示）平成31年1月15日まで

土

7/1 日本民家園 企画展「民家の暮らしと生きもの」日
日程 イベント開催場所曜日
8/4

学校法人深堀学園
外語ビジネス専門学校

プラザ橘11月25日まで

8/18

幸市民館

藍染め体験・講座
藍の生葉染め8/19

日本民家園

土

日

9/15 第１回歴史探究講座
大山信仰シリーズⅠ「大山の歴史」

土

土

9/22
連載50周年記念特別展
「さいとう・たかを ゴルゴ13」用件を聞こうか……

プラザ橘ファミリーコンサート

夏の市民公開講座「外国人と英語で遊ぼう」

土

土

9/1 藍染め体験・講座
型染め中級9/2 日

土

8/6 月

川崎市大山街道ふるさと館

10/13 多文化フェスタさいわい

教育だより

川崎の

困ったことがあったら、悩まないでご相談ください！

ダイヤルSOS～ひとりで悩まないで!～
044-200-3288

受付時間：【平日】9時30分～17時

友人関係
トラブル

友達が心配

24時間いつでも 友人、学校お話しできます

24時間子供ＳＯＳ電話相談
044-522-3293

受付時間：24時間いつでも

家族の
悩み

学校の
悩み

友人、学校、家族の悩み何でも

電話相談(教育一般)
044-541-3633

受付時間：【毎日】9時00分～18時※年末年始を除く

あなたの
チカラに
なります!

体罰や先生との関係の悩み

電話相談ホットライン
044-200-3289

受付時間：【平日】9時30分～17時

友だちに
言いにくい
悩みを
共有します

相談窓口～話すことで、心が軽くなる。ひとりで抱え込まないで～

❶サッカーボール　❷サッカーゴールの大きさ　❸雲　❹時計の針　❺芝生の柄 メルるんの絵日記まちがいさがし【Vol.1 サッカー編】

夏の市民公開講座
多文化フェスタさいわい
プラザ橘
ファミリーコンサート

特集❸

かわさき家庭と地域の日
ができました

特集❷

自然に囲まれた
かわさき宙と緑の科学館

特集❶

新しい教育プラン
を策定しました！

かわさき宙と緑の科学館

プラネタリウム

かこさとしのひみつ展
-だるまちゃんとさがしにいこう-

8月5日も開催 市民ミュージアム

特別公開「旧船越の舞台」

日9/23 人形浄瑠璃「艶容女舞衣 酒屋の段」
日本民家園

11月30日まで

10月8日まで

はですがたおんなまいぎぬ さかや だん



特集❶

学び

どんなことを実施しているの？

「かわさき教育プラン」って？

基本理念
・

基本目標

基本政策

施策

事務事業

教育プランの位置づけ

基本理念と基本目標

●基本理念 「夢や希望を抱いて生きがいのある

　　　　　  人生を送るための礎を築く」

●基本目標 「自主・自立」「共生・協働」

「かわさき教育プラン」は約10年間の教育施策の方向性を表すもので

あり、目指すべき基本理念や基本目標などを実現するための本市の教

育に関する基本計画です。

教育プランの基本理念及び基本目標は、今後の本市の教育がめざすも

のを表しています。これを平成37（2025）年度までの教育の指針とな

る考え方として掲げ、その実現をめざした施策を実施計画に位置づけ、

推進していきます。

学校の教育力を強化する5

人間としての在り方
生き方の軸をつくる1

　自己有用感や規範意識、人と関わる力等
の子どもの社会的自立に向けて必要な能
力や態度及び共生・協働の精神を、小学校
段階からすべての教育活動を通じて計画
的・系統的に育む「キャリア在り方生き方
教育」を推進します。

　「地域とともにある学校」づくりを推進
しながら、研修等を通じて教員一人ひとり
の資質・能力を育成するとともに、教員が
子どもたちと向き合う本来的な業務に一
層専念できる体制を再構築することで、学
校の教育力を高めます。

学ぶ意欲を育て、
「生きる力」を伸ばす2

家庭・地域の
教育力を高める6

　学ぶ意欲を高め、「確かな学力」「豊かな
心」「健やかな心身」をバランスよく育み、
将来の予測が難しい社会を生き抜くため
に必要な「生きる力」を確実に身につける
ことをめざします。

　各家庭における教育の支援や、大人も子

どもも学び合い、育ち合うための環境づく

りを通じて、家庭・地域の教育力の向上を

図ります。

一人ひとりの
教育的ニーズに対応する3

　障害の有無や生まれ育った環境に関わ
らず、すべての子どもがいきいきと個性
を発揮できるよう、一人ひとりの教育的
ニーズに適切に対応していく教育「支援教
育」を学校教育全体で推進します。

いきいきと学び、
活動するための環境をつくる7

　市民の自主的な学びの機会を提供し、地域
づくりに繋がる学びや、学びを通じた出会い
を促進するとともに、地域における生涯学習
の担い手を育成していきます。
　社会教育施設について市民サービスの向上
に向けた取組を進めるとともに、学校施設の
有効活用などを推進し、学びの場の充実を図
ります。

良好な教育環境を
整備する4

　地域における子どもたちの見守りや、防災
教育の推進などにより、学校安全を推進し
ます。
　「学校施設長期保全計画」に基づく改修工
事やトイレの快適化を行い、より多くの学校
の教育環境を早期に改善し、安全・安心で快
適な教育環境を整備します。

文化財の保護・活用と
魅力ある博物館づくり8

　「川崎市文化財保護活用計画」に基づ
き、国史跡橘樹官衙遺跡群をはじめとす
る文化財の保護・活用を推進します。
　日本民家園及びかわさき宙と緑の科学
館の博物館活動の充実により、各施設の
さらなる魅力向上を図り、本市の魅力と
して発信します。

27年
平成

プランの基本理念
及び基本目標 概ね10年間の計画期間

第2期
実施計画

第3期
実施計画

基本政策
施策

事務事業

28年
平成

29年
平成

30年
平成

31年
平成

32年
平成

33年
平成

34年
平成

35年
平成

36年
平成

37年
平成

第1期
実施計画

10年間を3期に分けて実際に行うことをより良いものにしていくよ！

を策定しました!新しい教育プラン

平成30年度第1回総合教育会議を開催します

7月27日（金）　10時～11時30分（開場9時30分）日　時 川崎市役所第3庁舎　18階講堂会　場

当日先着30名まで※手話通訳あり傍　聴

※会議内容はインターネットでの動画配信を予定しています

教育委員  高橋 美里
　本市の教育施策の指針となる「かわさき

教育プラン」の基本理念・基本目標の実現を

目指し、現在の社会状況を踏まえて今日的

な課題に対応できるよう、「第2期実施計

画」を策定しました。4月から高橋委員を迎

えまして、引き続き、子どもたち、保護者、市

民の皆様の期待に応え、信頼される教育の

推進に努めてまいります。

　昨年度、教育改革推進会議で市民委員として

「かわさき教育プラン第2期実施計画」の策定に

関わりました。「かわさき教育プラン」は子どもた

ち一人ひとりの個性を大切にしながら、社会全体

で子どもたちの成長をサポートしていきたいとい

う愛情に溢れたものです。その実現のため、現役

の保護者として、子どもたちにとって何が最善の

道なのかという視点を常に忘れず、教育委員とし

ての職務を全うしたいと思います。よろしくお願

い致します。

教育長  渡邊 直美

教育長と新任教育委員の紹介
平成30年4月より、新しい教育委員が任命されましたので、紹介します。

044-200-3362庶務課お問合せは 044-200-3950

044-200-3244企画課お問合せは 044-200-3950

044-200-2550総務企画局企画調整課お問合せは 044-200-0401

1 2



特集❷

プラネタリウム

学び

イメージキャラクター
「かわさきぷりん」

みんなからは「ぷりんちゃん」ってよばれているよ！

　生田緑地内にある自然科学系博物館で、平成24年4月に通称「かわさき宙
と緑の科学館」としてリニューアルオープンしました。
　プラネタリウム投影のほか、自然観察会、科学実験教室等の体験学習事業
を幅広く実施し、毎年約29万人の来館者を迎え、夜間に天体観測を行う「星
を見る夕べ」は毎回多くの参加があり大変好評です。
　また、川崎市の自然について調べています。約6万点の植物・動物などの
標本が保管されています。

かわさき宙と緑の科学館(川崎市青少年科学館）
ってどんなところ？

外観

かわさき宙と緑の科学館へ行こう！
そら

自然に囲まれた科学館29万人が
訪れる

年 間

7/ 31火 おやこみゆ
ぽいんと

お父さん、
お母さんと星を
観測しに行こう！

かあ ほし

かんそく い

とう

毎月2回、土曜日に開催している、
どなたでも無料で参加できる星空観察会です。
アストロテラスの天体望遠鏡や双眼鏡を使って
月・惑星・恒星・二重星・星雲・星団などを観察します。

18：45～19：30　受付
19：00～　プラネタリウムにて解説(30分)
19：30～21：00　アストロテラスで観察会

時　間

定員なし 参加費無料 どなたでも
参加可能※

かわさき宙と緑の科学館の「MEGASTAR-Ⅲ 
FUSION(メガスター･スリー･フュージョン)」に
よるプラネタリウムでは世界最高レベルのリア
ルな星空投影を楽しめます。本物の夜空のよう
な臨場感を体験できます。

テーマに沿って生田緑地をご案内するネイ
チャーガイドです。緑地内を歩きますので、動き
やすい服装でお越しください。

定員なし 参加費無料 どなたでも
参加可能※

10：00～12：00時　間

科学館・研究管理棟前(D51機関車横)受付場所
※9：50までに受付をお済ませください。

※小学校以下は保護者同伴
※「まるごと」とは、複数の指導者で、テーマを限定せず観察する会です。
※雨天中止。ホームページでお知らせします。または、当日の朝9：00以降にお電話にてお問い合わせください。
※団体でのご参加は御遠慮ください。

8月

9月

7月
4日(土）「火星・土星」など、11日(土・祝）「土星・火星」など、
18日(土）「火星・月」など、25日(土）「月・火星」など、

7日(土）「木星・ベガ」など、21日(土）「月・木星」など

8日(土）「土星・M57(リング状星雲)」など、22日(土）「アルビレオ（二重星）・月」など

※中学生以下は保護者同伴　※天候によって観察対象が変更になる場合があります。
※雨天・曇天・荒天の場合は中止となります。
　当日15：00頃にホームページ・Twitterでお知らせします。

◎MEGASTARｰⅢ FUSIONの機能を最大限に活かしたフュージョン投影
『宇宙の姿を求める旅』

【毎月第2・4日曜日ほか】15：30～(約45分)】
7月8日(日)・22日(日)、8月12日(日)・26日(日)、9月9日(日)・23日(日)、10月14日(日)・28日(日)

中学生以下・川崎市内在住65歳以上：無料
一般：400円　高校生・大学生・65歳以上：200円

観覧料

一般投影(約45分)・・・平日15：00～／土日祝日10：30～・13：00～・15：30～
子ども向け投影(約35分)・・・土日祝日12：00～・14：30～

投影日時

一般向け(約45分)・・・平日12：00～・15：00～／土日祝日10：30～・13：00～・15：30～
子ども向け投影(約35分)・・・
平日10：30～「うさぎとろばの月旅行」・13：30～「夏の星空さんぽ」
土日祝日12：00～「うさぎとろばの月旅行」・14：30～「夏の星空さんぽ」

夏休み期間(7月24日～8月26日)

【
7
月
】
【
8
月
】【
9
月
】

【
10
月
】

一　般
子ども向け

一　般
子ども向け

一　般
子ども向け 「ドーナツ星雲をつくろう！？」

「もうひとつの太陽系」一　般
子ども向け 「ドーナツ星雲をつくろう！？」

「もしも月がなかったら」

「うさぎとろばの月旅行」／「夏の星空さんぽ」

「ほうき星とたいようけいたんけん」（～7/16）
「うさぎとろばの月旅行」／「夏の星空さんぽ」（7/21～）
「太陽系ツアー～惑星へ大接近～」

「となりの赤い惑星」

8月
7月

12日(日) 「昆虫」、19日(日) 「地層」

1日(日) 「植物」、15日(日) 「里山の自然」、29日(日) 「まるごと」

9月 2日(日) 「植物」、16日(日) 「昆虫」、23日(日) 「里山の自然」

プラネタリウム投影番組紹介プラネタリウム投影番組紹介

自然をテーマに観察や考察を行うワークショップ
です。所要時間は10～15分で、時間内であれば、
いつでもどなたでも参加できます。

7月8日（日）・8月19日（日）・
9月2日（日）・10月7日（日）　13：30～：15：30

日　時

定員なし 参加費無料 どなたでも
参加可能自然ワークショップ自然ワークショップ

生田緑地観察会生田緑地観察会

星を見る夕べ星を見る夕べ

火星が地球に大接近するのは15年ぶりの出来事です。
それに伴い、様々なイベントを開催します。大接近！

が
大接近！大接近！大接近！
が火星

子どもから大人まで楽しめる、簡単な実験や工
作を行います。所要時間は10～15分で、時間内
であれば、いつでもどなたでも参加できます。

毎週土曜日・祝日13：00～：15：00
※第2・3土曜日のみ12：00～：14：00

日　時

定員なし 参加費無料 どなたでも
参加可能実験工房実験工房

　

特集❸

学校
「かわさき家庭と地域の日」ができました！

平成３０年度、夏休み、冬休み等のお休みを別の日に振り替えてお休みにする「かわさき家庭と地域の日」を市立学校で設定しました。
夏休み以外にも平日に親子で一緒に過ごす日を作ることで、共に体験活動などのできる機会となることが期待されています。
季節の良い時期ですので、家族や友達と地域行事に参加するなど有意義な１日を過ごしてください。
今年は、すでに学校行事等が組まれている10校を除いた163校が、10月9日（火）に当該休業日を設定しています。

学 校 休 業 日 の 分 散 化

どんなことをして
すごそうかな？

おやこみゆ
ぽいんと

予定日については、通っている学校の年間行事予定表などをご参考ください。

044-200－3290学校教育部指導課お問合せは

地域で活動している団体や市内の公共施設等との連携を含め、
体験的学習活動等の促進について、取組を進めてまいります。

なお、多摩区生田緑地内の「日本民家園」「かわさき宙と緑の科学館」
「岡本太郎美術館」の三館は、10月9日(火)に臨時開館し、
10日(水)が休館となります。

●今後の活動は？

右と左でまちがいが5つあるよ
さがしてみてね！

川崎フロンターレの試合を
見に行ったよ！とってもあつい
試合だったんだ～

サッカー編
Vol.1

まちがいさがし

メルるんの

絵日記

答えは
最後のページにあ

るよ！

MEGASTAR-Ⅲ FUSIONってなに？ お父さん
お母さんに
聞いてみよう！

おやこみゆ
ぽいんと

世界最高の星空と言われているMEGASTARの最新機種です。
科学館のために新規開発された次世代型の特別仕様機で、
肉眼では見えない星までをも描き出します。

10月第1~2週目

木

金

土

日

月

火

水

4

5

6

7

8

10

体育の日

かわさき家庭と地域の日

休み

910/

　川崎市では平成22年度から、市内全小・中学校にて（特別支援学校・高等学校は実態に応じて）「かわさき共生＊共育プログラム」を実施
しています。
　9年目の実施となる本年度は、さらなる推進に向け、これまで教師用指導資料として使用していた２冊のエクササイズ集の内容の精選、
充実を図り１冊にまとめて、各校に配布しました。
　「いじめ・不登校等の未然防止」のためのエクササイズを更に追加し、新たに「プログラミング教育の要素」を取り入れたエクササイズな

ども掲載しています。
　川崎市においては「かわさきパラムーブメント」など多様性を豊かさ
として「誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」に
取り組んでいます。「かわさき共生＊共育プログラム」も、その実現に
関わる教育の一つです。エクササイズの実施などを通じて、お互いを
認め合うことができる社会性を育み、各学校の創意あふれる実践や、
子ども、教職員、保護者、地域の方々のよりよい人間関係づくり、「いじ
め」「不登校」等を生まない学級・学校づくりに、引き続き取り組んでい
きます。

かわさき共生＊共育プログラムの充実を図っています！

▲タブレットを使って
　「みんなで楽しい水族館をつくろう！」に取り組む様子

044-200-2607教育改革推進担当お問合せは 044-200-2853

044-922-4731かわさき宙と緑の科学館お問合せは 044-934-8659
そら
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　井田小学校、西生田小学校の「寺子屋」と連携して、親子で食育を学
ぶ教室を開催しました。
12月9日に開催された井田小学校では、「海洋生物のふしぎな世界」
をテーマに、沼津水族館の石垣幸二館長から、色々な魚の生態を教え
てもらい、実際にカニや魚を見て、触る体験をしました。
１月29日に開催された西生田小学校の先生は「さかなクン」。「ギョ
ギョッとびっくりお魚教室」と題して、ク
イズやイラストを織り交ぜながら、魚の
生態や、環境を守るために大切にしたい
ことなどを話してくれました。
参加した子ども達からは、「楽しかっ
た！」「魚が苦手だったけれど、さかなク
ンの話を聞いて、給食も残さず食べまし
た」「魚や、魚が住む川や海を大切にした
い」という感想がたくさんありました。

子ど
もの権

利ピッ
クア
ップ
❶

川崎市子ども会議に参加しませんか？
こども会議って？ 株式会社タニタが監修した中学校給食を本市で初めて提供しました。

　 子ども会議は、みんなの自由なアイディアを元に作っています。子ど
も委員が感じることができる感性や感覚によって小さな発見や思いが
ステキな提案として生まれてきます。
　子ども会議には、①川崎市子ども会議②各行政区子ども会議（７区）
③中学校区子ども会議があります。
　川崎市子ども会議は、子ども委員が決めるテーマにそって話し合い、
調べ、現地に行き内容をまとめ発表します。
　そのほかに１２月「権利の日のつどい」、１月「かわさき子ども集会」に
も参加し取り組んできた活動について意見交換をします。そして年度
末の３月に「市長さんへの報告会」に参加します。１年間の活動内容を
報告し、改善してほしいことを提言という形でお伝えします。

　エコキャップ運動はCO２の削減、ポリ
オワクチンの支援、リサイクルの促進にな
ります。昨年度は学校や地域の方にご
協力いただき、エコキャップ231,340
個を集めることができました。重さにす
ると538kgで自転車30台分の重さで
す。今年も取り組んでいきます。

活動の様子

044-200-3565生涯学習推進課お問合せは 044-200-3950

食育
ピッ
クア
ップ
❷

わたしたち・ぼくたちみんなで川崎を作ろう！

「地域の寺子屋」と連携した食育推進事業を開催しました

子どもが、自分たちの手で子どもの権利や川崎のまちづくりなどに
ついて活動を進めていく会議です。

幸区

中原区

高津区

宮前区

多摩区
麻生区

川崎区

川崎市子ども会議 子ども委員を募集します！
か わ さ き し こ か い ぎ い い ん ぼ し ゅ うこ

1人より2人！
2人より3人！！
友だちと一緒に
参加しよう

いっしょ

さんか

まいつきだい ようびようび ようびようびだいだい

毎月第1日曜日・第3日曜日 10:00～日　 程
にって い

かわさきし ゆめ と  ほなんぶ つ だ や ま

川崎市子ども夢パーク JR南武線津田山駅から徒歩5分場　 所
ば    し ょ

ほ ご し ゃ さんかさんか つたつた じむきょくじむきょく れんらくれんらくい  しい  し

保護者に参加の意思を伝えて、事務局に連絡申込方法
もうしこみほうほう

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町６
川崎市教育委員会事務局生涯学習推進課　川崎市子ども会議　事務局
電話 044-200-3565　ファックス　044-200-3950

申込先
もうしこみさき

ねんせい

まいつき かいぎ さんかつづ

ねんせいこうこう

・小学校4年生から高校3年生までの人
・毎月2回の会議に、なるべく続けて参加できる人

応募資格
おうぼしかく

エコキャップ運動

　昨年度から「川崎市の良いところ探
し」について取り組んでいます。数校の
小中学校の児童生徒保護者の方にアン
ケートのご協力をいただきました。住民
同士のつながり、地域の行事、交通の利
便性、伝統・文化、自然、商業施設等で
幅広く良いところが確認できました。

川崎市の良いところ探し

　今年2月「かわさき子ども集会」が高津
市民館を会場に開催されました。川崎市
子ども会議と川崎区・中原区・高津区・宮
前区の子ども会議が参加しました。活動
内容の発表とグループでのフリートー
クで川崎市の良いところについて有意
義な交流を持つことができました。

各区子ども会議との連携

　川崎市と株式会社タニタは、中学校給食を契機として、生涯にわたって市民が健康に暮
らせる社会の実現に向けた取組を進めるため、連携協定を平成29年1月に結びました。
「健康給食＠川崎 プロデュースｂｙTANITA」は、この協定に基づく取組のひとつで「タニ
タ食堂」の健康づくりのメソッド（野菜たっぷり・塩分控えめ・かむ回数を増やすよう野菜
を大きめにカットなど）を取り入れ、中学校給食用にアレンジした献立です。同社監修の
献立が学校給食で定期的に提供されるのは、川崎市が全国初です。
　今年度は、春・夏・秋・冬の季節に応じた献立を4回提供します。春献立初日の5月9日
（水）は、北部学校給食センター対象12校へ提供しました。
　当日は、市長と教育長が生田中学校を視察しました。給食時間の前に全校生徒が体育
館に集合し、市長からのあいさつの後、タニタの栄養士による食育授業を受けました。給
食時間では市長・教育長も生徒と一緒に試食しました。生徒からは、「さわらが揚げてあり
食べやすかった」、「茎わかめは初めて食べたけど歯ごたえが良かった」などの感想があ
り、好評でした。川崎市教育委員会のホームページに、ご家庭でも召し上がっていただける
ように、レシピを紹介していますので、ぜひお試し下さい。

タニタ監修献立
かんしゅうこんだ て

おやこみゆ
ぽいんと

学校の
給食はどうかな？
はなしてみよう！

きゅうしょく

がっこう

・麦ごはん　・さわらのから揚げ野菜あんかけ

・きゅうりと茎わかめの中華風　

・チンゲン菜のごまスープ　・牛乳

044-200-2763健康給食推進室 044-200-2853お問合せは

044-200-3565生涯学習推進課お問合せは 044-200-3950

健康給食＠川崎 プロデュースby TANITA

おやこみゆ
ぽいんと

魚の生態や
環境を守るためには
どんなことができるかな？

話してみよう！

さかな せいたい

かんきょう

はな

まも

　井田小学校、西生田小学校の「寺子屋」と連携して、親子で食育を学ぶ教室を開催しました。
12月9日に開催された井田小学校では、「海洋生物のふしぎな世界」をテーマに、沼津水族館の石
垣幸二館長から、色々な魚の生態を教えてもらい、実際にカニや魚を見て、触る体験をしました。
　１月29日に開催された西生田小学校の先生は「さかなクン」。「ギョギョッとびっくりお魚教室」と
題して、クイズやイラストを織り交ぜながら、魚の生態や、環境を守るために大切にしたいことなど
を話してくれました。
　参加した子ども達からは、「楽しかった！」「魚が苦手だったけれど、さかなクンの話を聞いて、給
食も残さず食べました」「魚や、魚が住む川や海を大切にしたい」という感想がたくさんありました。

5 6



事前申込制 先着順

たのし
いイベ

ント盛
りだく

さん♪

川崎では楽しいイベントが盛りだくさん。家族や友達と一緒に川崎で、スポーツ、歴史、文化に芸術まで、さまざまなジャンルを堪能しよう！
いっし

ょに楽
しもう

♪

注目イベント盛りだくさん!

８月３日（金） １３：００～１６：００(受付開始12：30～)日　時

フラッグフットボール体験教室・講習会参加者募集
とどろきアリーナ

市内小学校約100校で授業に取り入れられている、フラッグフットボール体験教室を開催します。子どもから
大人まで気軽に楽しめるので、親子での参加も大歓迎です。指導者の講習会も兼ねています。教員も是非お申
し込みください。

044-200-2257市民スポーツ室 044-200-3599お問合せは

７月13日（金）10:00から電話、ＦＡＸ、または市民スポーツ室へ直接御来所ください。（先着順）
FAXの場合は、氏名（ふりがな）・年齢・学年・性別・電話番号を記入してください。

申込方法

小学生以上１００名対　象 とどろきアリーナ（メインアリーナ）会　場

なかはらこどもとしょかん「ほんのもり」11月に開催
中原図書館

中原図書館では、１１月２日（金）～４日（日）、「なかはらこどもとしょかん『ほんのもり』」を開催します。今年の
テーマは「むかしばなし」。絵本などの読み聞かせはもちろん、大きな絵本の展示や工作コーナーもあります。さ
らに中原図書館や中原区内学校図書館ボランティアの紹介パネル展示や図書のリユースコーナーなど盛りだく
さん。中原図書館に来たことがある人もそうでない人も、ぜひ遊びに来てください。

読書 申込不要

044-722-4932中原図書館お問合せは

11月２日（金）13：00～16：00（展示のみ）
３日（土・祝）10：00～16：00・４日（日）10：00～15：00

日　時

ベトナム出身の講師を迎え、一緒にベトナムの家庭料理を作り、食べながら、
国や文化についてお話を聞きます。

8/4●
「ふれあい交流会」　親子でベトナムを知りながらベトナム料理を作りましょう

川崎国際交流センター

044－435-7000 川崎市国際交流協会多文化共生課お問合せは

申込必要 国際交流

8月1日（水） 午前の部：10:00～12:00　午後の部：14:00～16:00日　時

市役所第2庁舎　川崎市議会会　場

市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する小学校4年生～6年生と保護者対　象

各25組（応募多数の場合は抽選）定　員

044-200-3377議会局広報・報道担当 044-200-3953お問合せは

市議会

夏休みこども議場見学会に参加しませんか？

市議会のしくみなどがわかる資料の配布、議長・副議長への質問タイムもあります！
夏休みの自由研究にぜひ！

夏休みこども議場見学会に参加して市議会博士になろう！

応募方法 住所・氏名（ふりがな）・年齢・学年・電話番号・希望時間（午前・午後）・議長や副議長に質問したいことを記入の上、
7月22日（日）必着でインターネット、ハガキ、ＦＡＸのいずれかでお申込みください。
　　・インターネットでのお申込み　パソコンから▶「川崎市議会」で検索　携帯から▶
　　・ハガキでのお申込み　〒210-8577　川崎市議会議会局広報・報道担当あて
　　・FAXでのお申込み　044-200-3953

044-200-3736学事課 044-200-3950お問合せは

　川崎市では、市立小・中学校に通う児童生徒が学校で楽しく勉強できるよう、文房具や教材、給食、修学旅行など、教育費の支払
いにお困りの方に、その費用の一部を援助する制度があります。申請方法や認定基準、支給金額など、詳しくは各市立小・中学校へ
お問合せください。

学 校

就学援助制度をご存知ですか？

　※申請書は児童生徒１人につき１枚必要です。
　※川崎市へ転入してきた方や家計急変の場合など、年間を通じて随時受け付けています。
　※年度途中での申請の場合は、申請日等により認定日が決定します。

経済的な理由でお困りの方に対して、必要な費用を援助する制度です。

平成31年1月8日（火）～10日（木）出願期間

市立川崎高等学校附属中学校の
平成31年度入学者募集と説明会のご案内

学 校

指導課 044-200-3067お問合せは

※詳しくは、川崎高等学校附属中学校のＷｅｂページ等でお知らせし
　ます。
※お問い合わせは直接附属中学校へ。（電話：044-246-7861）

平成30年7月21日（土）、22日（日）

■ 平成31年度入学者募集について ■ 学校説明会について

■ 入学志願者説明会について

※郵送による出願。期間内の到着または消印有効。

平成31年2月3日（日）午前：適性検査、午後：面接検査日

日　時

川崎市立川崎高等学校附属中学校会　場

※受験案内（出願書類）を配布します。
※詳しくは、川崎市教育委員会のＷｅｂページ等でお知らせします。
※志願に関するお問い合わせは学校教育部指導課（高校担当）へ。

平成30年11月3日（土・祝）日　時

川崎市立川崎高等学校附属中学校会　場

120名募集定員

お知らせ

8月4日（土）10：00～13：30日　時

レ ソン テウイ ヴァン講　師

川崎市国際交流センター会　場

1.生春巻き 2.とりソイ 3.チェー ほかメニュー

親子10組定　員 親子1組1,540円※お子さんが増える場合は応相談参加費

7月11日（水） 必着、往復はがきでお申し込みください。（詳細はHP http://www.kian.or.jp/)締　切

5才から小学校4年生までの子どもと親 （2人1組）対　象

土

8/3●金

11/2●～11/4●金 日

8/22●
オーディション

044-200-3737指導課 044-200-2853お問合せは

「ヤングかわさきジョイフルバンド」は、音楽を愛好する学生を対象に、
バンド編成し、演奏を披露します。小林恵子指揮者（洗足学園音楽大学
講師）の指導のもと、練習を重ね、みんなの力で音楽を作り上げていき
ます。演奏会は、カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）
ホールで平成３１年１月２０日（日）に行われる、第１５回子どもの音楽の
祭典にて実施いたします。
あなたもカルッツかわさきの大舞台に立ち、スポットライトを浴びてみ
ませんか？

中高生（市内在住または在学）参加資格

区役所・市民館・市ホームページ等で配布している
参加申込用紙に必要事項を記入し、郵送・FAX　

応募方法 ８月３日（金）締　切

８０名程度募集人数 無料参加費用

８月２２日（水）　オーディション日時

幸市民館大ホールオーディション会場

水
第15回「子どもの音楽の祭典」
ヤングかわさきジョイフルバンド　メンバー募集

川崎の川崎の イベント

▲ベトナム出身の
　レ ソンさんが講師です。
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7/14土～9/2日
2018夏休み生田緑地スタンプラリー　街へ、緑へ、Let 's Go !!

生田緑地

お問合せは 044-922-4731かわさき宙と緑の科学館 044-934-8659

044-900-9898岡本太郎美術館 044-900-9966
日本民家園 044-934-8652

実施期間 ７月１４日（土）から９月２日（日）まで

Ｗチャンス 応募期限：９月７日（金）まで（消印有効）

　緑豊かな夏の生田緑地で、藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム、岡本太郎美術館、
日本民家園、かわさき宙と緑の科学館の４館と登戸行政サービスコーナーを
めぐるスタンプラリーを実施します。５施設中３施設のスタンプを集めた方に
は記念品を差し上げます。また、５つ全てのスタンプを集めた方には抽選で素
敵な賞品が当たります。スタンプラリーの参加は無料です。

実施施設 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム、岡本太郎美術館、日本民家園、
かわさき宙と緑の科学館、登戸駅行政サービスコーナー

そら

▲ スタンプラリーポスター

 生田緑地賞
ヒーリングボトル（10名）
   藤子賞    キテレツ大百科セット（ぬいぐるみとノート）（10名）
   岡本賞    太陽の塔ぬいぐるみ（5名）
 科学館賞   ホームスタークラシックマーズ（1名）
 民家園賞   親子で藍染め体験チケット（5名）

賞　品

実施方法 ５施設の受付または、東口ビジターセンター、西口サテライトに置い
てあるスタンプブックをもらいます。
５施設のスタンプを集めます。（スタンプは、５つとも無料で押せま
す。）※スタンプを押すことができるのは、各施設の開館時間のみです。
３つのスタンプを集めたら、記念品がもらえます。（１人１回までと
させていただきます。）
５つの施設全てのスタンプを押したら、台紙をいずれかの施設で見
せて、Ｗチャンスの応募ハガキをもらいます。
応募ハガキにクイズの答えと希望の賞品を書いて送ると、抽選で素
敵な賞品をプレゼントします。

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

スタンプ
台紙を

手に入れ
て

スタンプ
を集めよ

う！

　藤子・Ｆ・不二雄のまんが作品の中には、バラエティ豊かな道具たちが登
場します。代表的なものが『ドラえもん』の"ひみつ道具"。そしてもうひとつ
が、『キテレツ大百科』に登場する手作りの"発明品"たち。
今回の原画展では、『キテレツ大百科』の発明品を中心に、それに類似する
『ドラえもん』のひみつ道具を並べて紹介。原画を見比べながら、お楽しみ
ください。
7月7日（土）からは後期展示がスタートします。（平成31年1月15日まで）
入館チケットは日時指定予約制（市民向け優先チケットあり）。

7/7土～

原画展 「キテレツ大百科 × ドラえもん」 
～ 江戸時代の発明と未来のひみつ道具～（後期展示）

藤子・F・不二雄ミュージアム

7月7日～10月1日は、期間限定のカ
フェのオリジナルメニューや、ショップ
のグッズが登場するイベントも実施。
夏休みはのび太くんとドラえもんの
誕生日を仲良くにぎやかにお祝いし
よう！ 

同時開催
のび太・ドラえもんの
サマーバースデイ

各施設へのアクセス
2

開園時間

休 園 日

3月～10月／9:30～17:00
11月～2月／9:30～16:30

月曜・祝翌日・年末年始

日本民家園

3

開館時間

休 館 日
9:30～17:00 （入館は16：30）

月曜・祝翌日・年末年始、
その他臨時休業有

岡本太郎美術館

1

開館時間
9:30～17:00
休 館 日
月曜・祝翌日・年末年始

かわさき宙と緑の科学館

詳細はホームページをご確認ください。

4

開館時間

休 館 日
10：00～18:00

火曜・年末年始

藤子・F・不二雄ミュージアム

詳細はホームページをご確認ください。

日本民家園

かわさき
宙と緑の科学館

1岡本太郎
美術館

3
藤子・F・不二雄
ミュージアム

4
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0570-055-245藤子・F・不二雄ミュージアム

044-922-2181

7/1日～11/25日 日本民家園 9/23日 日本民家園

日　時
定　員

費　用

出　演

日　時 8月18日（土）・19日（日）
全2回10:00～12:00

対　象 小学生以上と
保護者6組12名

費　用 1,500円
締　切 8月6日（月）

藍の生葉染め
日　時 9月1日（土）・2日（日）

全2回10:00～15:00
対　象 過去に型染め初級を

受講した15名※
費　用 2,500円
締　切 8月20日（月）

型染め中級

日　時 10月20日（土）・21日（日）
全2回10:00～15:00　

しぼり染め

対　象 小学5年生以上15名※　
費　用 2,000円
締　切 10月8日（月・祝）

干支の型染め－亥－
日　時 11月17日（土）・18日（日）

全2回10:00～15:00
対　象 小学5年生以上15名※
費　用 2,500円
締　切 11月5日（月）

10/14日 日本民家園

おしえて大工さん！
－実演「むかしの大工仕事」と体験「こども大工入門」－

9/22土～10/8 日本民家園

特別公開「旧船越の舞台」

9月23日（日）①12:30～14:00 ②14:30～16:00
各回先着120名
（当日11:00から正門前で観覧券を販売）
一般1,000円、学生・こども500円
相模人形芝居下中座
（国指定重要無形民俗文化財）

国指定重要文化財の古民家を会場に、人形浄瑠璃の公演を行います。
初心者向け解説や人形を操る体験なども行います。

移築された古民家でかつてどのような生きものが飼われ、人とどのよう
に暮らしていたのかを紹介します。

江戸時代末に建てられた本格的農村歌舞伎舞台
（国指定重要有形民俗文化財）の内部を期間限定
で公開します。ボランティアによる解説付き。

昔の大工道具を用いた実演と、土壁塗り・かんながけ・のこぎり挽きなど
の体験。 ※雨天縮小

民家の暮らしと生きもの企画展

8月～11月 日本民家園

藍染め体験・講座 事前
申込制

9月～12月 日本民家園

民具製作体験講座 事前
申込制

日　時 9月15日（土）
10:00～15:00

対　象 小学4年生以上20名
費　用 1,000円
締　切 9月3日（月）

わら細工「わらじ」
日　時 10月21日（日）

10:00～15:00
対　象 小学4年生以上25名
費　用 1,500円
締　切 10月8日（月・祝）

竹細工「小判型六つ目かご」

日　時 11月18日（日）
10:00～13:00

対　象 小学4年生以上20名
費　用 700円
締　切 11月5日（月）

わら細工「釜敷き」
日　時 11月11日（日）

①10:00～12:00 ②13:00～15:00

糸紡ぎ「綿の実から糸まで」

対　象 小学4年生以上　各回8名
費　用 600円
締　切 10月29日（月）

日　時 12月22日（土）10:00～15:00
わら細工「しめ縄（たまかざり）」

対　象 中学生以上15名
費　用 2,300円
締　切 12月10日（月）

7月1日（日）～11月25日（日）
開館中見学自由

8月25日（土）14：00～
9月9日（日）11：00～ いずれも約20分
場所：旧江向家

日　時

9月22日（土）～10月8日（月・祝）の
期間中の土日祝日 10:30～15:00

日　時 10月14日（日） 10:30～14:30　日　時

体験は50円（入園料別）
※一部材料がなくなり次第終了

参加費

子ども向け解説

©Fujiko-Pro

申込不要

申込不要 申込不要

申込必要 申込必要

先着順

藍染め体験対象「※」については小学生は保護者も要受講（有料）

そら

そら

人形浄瑠璃「艶容女舞衣 酒屋の段」
はですがたおんなまいぎぬ さか　や だん

申込
方法

往復はがき（１人で１枚、「生葉染め」は１組1枚）に住所・氏名（ふりがなも）、小・中
学生は学年、電話番号、開催日（「綿の実から糸まで」は希望回も）を記入の上、締
切必着で右記のあて先までお送りください。

【藍染め体験・講座：伝統工芸館】〒214－0032 川崎市多摩区枡形7－1－3
【それ以外：日本民家園】〒214－0032 川崎市多摩区枡形7－1－1
正門・西門券売所でも受付可。申込多数の場合は抽選。

7/28土・8/5日

どんな事を研究したら面白いだろう？一足先に自由研究のテーマを決めて
アートマップの作り方を美術館で学んでみよう！

岡本太郎美術館 岡本太郎美術館

不思議な形や表情の《くらげちゃん》の作者である第21回TARO賞入
選作家の木暮奈津子さんによるワークショップ。世界に一匹だけの不
思議な海のいきものをつくろう！

中学生
以下 無料!

申　込 電話受付 （7/8(日)10:00から受付開始)

7月29日（日）

各回２０名 創作アトリエ、常設展示室・企画展示室

※作った作品は、当日お持ち帰りいただけます。

日　時

１回目10:30～12:00　2回目14:00～15:30時　間

小学生以上 ＊未就学児は(4歳～)要保護者同伴対　象

定　員

500円＋観覧料料　金

場　所

7/29日
美術館で自由研究の準備！
作ろう！パブリックアートマップ！

日　程 7月28日（土）・8月５日（日）　
対　象

時　間

小学４～６年生

場　所 創作アトリエ　常設/企画展示室
料　金 1,900円（図録料金） 申　込 電話受付 （7/10(火)10:00から受付開始)

10:30～12:00
定　員 各１０名

「新聞紙で不思議な海のいきものをつくろう！」

「第8回キッズTARO」展
作品募集
※詳しくは募集要項、ホームページをご覧ください。

7月14日（土）～9月24日（月・祝）

7月5日（木）～9月24日（月・祝）

その他
イベントの
ご案内

企画展「街の中の岡本太郎 パブリックアートの世界」

常設展「岡本太郎とからだ」

そら

月・祝

アクセスはこちら
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お知らせ7/28土・8/6月
夏の市民公開講座（川崎市教育委員会大学等高等教育機関連携事業）

学校法人深堀学園外語ビジネス専門学校

044-200-3304生涯学習推進課お問合せは

8月6日（月）14：00～16：00日　時

Ｅmailもしくは、横の二次元バーコードより▶申込方法

7月25日（水）まで申込日

1,000円参加費

内　容

外国人と英語で遊ぼう

外国人講師と一緒に歌ったり、ゲームをしたり、楽しみ
ながら言葉や文化に慣れ親しむ講座です。英語に触れ
る機会が少ない小学生におすすめです。

7月28日（土）13：00～15：00日　時

7月20日（金）まで申込日

どなたでも50名対象・定員

無料参加費
クイズやゲームを通じて、留学生と交流し異文化理解を
深めます。小学生以下は保護者同伴をお願いします。

内　容

国際交流会

国際交流 申込必要

市内の専門学校が教育委員会と連携実施する市民公開講座に参加してみませんか。

いずれも会場・申込先：学校法人深堀学園外語ビジネス専門学校　電話：044-244-3111 ＦＡＸ：044-244-1166 Ｅmail：info@cbc.ac.jp

小学生20名対象・定員

8/4土

プラザ橘ファミリーコンサート
プラザ橘

044-788-1531プラザ橘お問合せは

子どもから大人まで楽しむことができる、洗足学園音楽大学の学生による、ミニコンサートです。
ぜひ音楽を聴きにプラザ橘に来てください。

プラザ橘　２階　第３・第４学習室会　場

7月21日（土）。10時からプラザ橘窓口で配布します。一人4枚まで。（先着順）チケット配布

各回120人定　員 参加無料料　金

8月4日（土）　【午前の部】11:00～12:00（０歳以上）
　　　　　　 【午後の部】13:30～14:30（小学生以上）

日　時

観覧無料 申込不要

参加無料 申込不要10/13土 幸市民館

多文化フェスタさいわい

044-541-3910幸市民館お問合せは

10月13日（土） 10:00～15:00（予定）　※当日、直接お越しください。日　時

幸市民館では、毎年、外国人市民と日本人が楽しく交流する「多文化フェスタ」を開催しています。
世界の食べもの、ステージ・パフォーマンス、民族衣装を着る多文化体験などを通じて、いろいろな国
の文化に触れることができます。「多文化フェスタ」をきっかけに、文化の異なる人同士が同じ地域で
暮らしていくことについて考えてみませんか？

　歴史

第１回歴史探究講座
大山信仰シリーズⅠ「大山の歴史」参加者募集
長い歴史をもつ大山信仰は、現在も溝口（大山街道）では「大山講」として地域にいきづいています。本講座では、川島敏郎著
『大山詣り』有隣新書・平成29年4月発行をテキストに、著者の川島敏郎先生を講師に大山の歴史、信仰など「大山詣り」の
すべてをやさしく解明いたします。

044-813-4705川崎市大山街道ふるさと館
住所：高津区溝口3-13-3

お問合せは 大山阿夫利神社大山阿夫利神社

9月15日（土）10:00～12:00日　時

川崎市大山街道ふるさと館　イベントホール会　場

川島敏郎氏（伊勢原市文化財保護審議会委員）講　師

8月15日（水）9:30～　電話・ＦＡＸ・来館にてお申込みください申込み

60名定　員 500円参加費

044-712-0034

バンド

CDデビュー5周年記念!!!
SHISHAMO展 ～5Years Thank You～ [2013-2018]
川崎出身3ピースロックバンド「SHISHAMO」。川崎市市民文化大使であり、川崎フロンター
レの応援歌「明日も」では、2017年大晦日の紅白歌合戦にも出場。2018年7月28日には等々

力陸上競技場にて初のスタジアムワンマンライブ「SHISHAMO NO 夏MATSURI!!! ～ただいま川崎2018～」
を開催！そんな彼女たちのCDデビュー5周年を記念して、これまでのSHISHAMOをたくさん展示します！

044-754-4500市民ミュージアム 044-754-4533お問合せは

7月7日（土）から7月29日(日)まで日　時

無料観覧料

市民ミュージアム2Fアートギャラリー1・２・３会　場

漫画家 劇画『ゴルゴ13』連載50周年を記念した特別展。全ページから選び抜いた原画をはじめ、名作「海へ向か
うエバ」の原画を初公開。映画撮影のカメラワークを生かしたネーム（コマ割り）や、劇画という分野、分

業制の確立など、作者さいとう・たかをの画業の軌跡を紹介します。長年にわたり幅広い年齢層のファンを魅了している『ゴル
ゴ13』の世界をご堪能ください。

©さいとう・たかを©さいとう・たかを

連載50周年記念特別展
「さいとう・たかを ゴルゴ13」用件を聞こうか……

044-754-4500市民ミュージアム 044-754-4533お問合せは

9月22日（土）から11月30日(金)まで日　時

一般1,200円、高校・大学生・65歳以上1,000円、中学生以下無料観覧料

市民ミュージアム2F企画展示室1、アートギャラリー1・2・3会　場

絵本
『だるまちゃんとてんぐちゃん』などで知られる絵本作家かこさとしは、『だむのおじさんたち』

でデビューして以来、半世紀にわたり、子どもたちに向けて絵本を発表し続けた作家です。本展では、長きに
わたる創作活動を概観し、その秘密に迫ります。創作活動の原点となった川崎におけるセツルメント活動をはじ
め、「だるまちゃん」シリーズ、『からすのパンやさん』などの複製原画を中心に200点以上を紹介します。

Illustrations
©Kako Research Institute Ltd.

かこさとしのひみつ展　-だるまちゃんとさがしにいこう-

044-754-4500市民ミュージアム 044-754-4533お問合せは

7月7日（土）から9月9日(日)まで日　時

一般600円、高校・大学生・65歳以上450円、中学生以下無料観覧料

市民ミュージアム2F企画展示室1会　場

かこさとし展として過去最大規模の展覧会です！

開催中

子どもの泳力向上プロジェクト 今年も実施しています！
今年度も「子どもの泳力向上プロジェクト」を実施しています。詳しい募集・空き状況は川崎市教育委員会ホームページをご覧ください。

泳力向上 申込必要

044-200-3304生涯学習推進課 044-200-3950お問合せは
 http://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000067497.html 川崎市 泳力向上プロジェクト 検索

募集施設一覧(7月4日現在)

A.L.Cアルファウイング

ナイスこまどりスポーツクラブ

スポーツクラブエポック中原

カワサキスイミングクラブ 

川崎区渡田山王町20-35

幸区南加瀬2-15-1

中原区上小田中6-23-10

高津区宇奈根607

高津区溝口2-10-22

多摩区西生田2-14-7

多摩区登戸1998-1

セントラルフィットネスクラブ溝ノ口

イトマンスイミングスクール多摩校 

朝日フィットネスクラブビッグ・エス向ヶ丘
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学校閉庁日
夏季休業期間において、市立小・中・特別支援学校を対象に、学校閉庁日を実施します。
期間中は学校に教職員が不在となりますので、緊急の際は、下記まで御連絡ください。

学 校

044-200-2721教職員企画課お問合せは

● 実施期間：８月１３日（月）～１５日（水）

川崎区　201-3325
宮前区　888-4035

中原区　722-8095
多摩区　935-3795

幸区　　511-7205
麻生区　951-1405

高津区　861-5624
指導課　200-3290

連絡先:

① 中原図書館：9月10日（月）～30日（日）

② 中原図書館以外の市立図書館（分館・閲覧所を含む）：9月10日（月）～23日（日）

※ホームページ閲覧・予約サービス等についてもご利用いただけない期間があります。
※②の期間は、アリーノ（有馬・野川生涯学習支援施設）における川崎市立図書館のサービスもご利用いただけません。

図書館

川崎市立図書館 全館休館のお知らせ
図書館業務システム機器の入替に伴い、次のとおり休館します。
ご迷惑をおかけしますがご理解くださいますようお願いいたします。

044-722-4932中原図書館お問合せは

アプリ

かわさき防犯アプリ「みんパト」～市内の犯罪・不審者情報等をお届け！～
「みんパト」は、市内の犯罪・不審者情報等をいち早く市民の皆さんへお届けし、
犯罪や事件に巻き込まれるのを未然に防ぐことを目的とした市公式アプリです。

【 iPhone 】

● MAP機能 ～地図上でわかりやすく表示～
犯罪等の発生場所が地図上に表示され、画面上で内容を確認したり、情報を家族に転送することができます。

● プッシュ通知機能 ～知りたい情報だけ速やかにお届け～
あらかじめ、受け取りたい情報の種類を登録しておくと、該当する事件が発生した時にプッシュ通知でお知らせしてくれます。

　・区の指定：お住まいの区や子どもが通う学区の区など
　・犯罪種別の指定：不審者情報、振り込め詐欺など

● 防犯ブザー機能
あらかじめ設定した保護者等にブザーを鳴らした場所の位置情報付メールをお届けします。

● その他のお楽しみ機能も充実！

川崎市では、他にも「かわさきアプリ」として、防災や子育て、
ごみ分別、イベント情報等、様々なアプリを配信！
詳しくは、かわさきアプリで検索！

044-200-2284市民文化局市民生活部地域安全推進課お問合せは

かわさきアプリ

【 Android 】

詳しくはこちら▲

ダウンロードはこちら▲

生徒会種目
金熊&ゴールデンラビット

体育祭では「金熊」争奪、部活動対抗
障害物リレー。文化祭では「ゴールデン
ラビット」争奪、クラス対抗クイズ大会と
いう生徒会主催のイベントがあります。

冷房完備で運動しやすさ◎
西高津中の体育館は地下１階にあり、
とても広く造られています。さらに、冷暖房
も完備されているため、快適に授業を
受けることができます。部活動の大会
会場としても使われることが多いです。

体育館地下

ファンファーレとマスコット

8ブロックで競う体育祭

知ってほしい！私たちの学校!!知ってほしい！私たちの学校!!

西高津中学校西高津中学校
この記事は

西高津中学校の
生徒が主体となって
作成しています。

合唱コンクール60周年記念

西高津中学校は創立６０周年を記念して

ミューザ川崎で合唱コンクールを行いました。

会場までの移動は、ＪＲ南武線の貸し切り

列車を用意してもらいました。多くの方に支えら

れながら歌で感動を届けることができました。

南武線を貸し切り！？南武線を貸し切り！？ 17年17年 関東大会出場関東大会出場ぶりに

男子バレー部

西高津中学校の男子バレー部は関東大会出場

を果たしました。関東大会出場は顧問の先生が

選手として出場して以来１７年ぶりの快挙。

今年も新人戦では県２位と結果を残していま

す。２年連続出場目指して頑張ります。

わが町クリーン
地域をきれいにしよう！

西高津中学校では毎年、「我が町クリーン
大作戦」という通学路をきれいにする活
動をしています。地域の方々からたくさ
んお褒めの言葉をいただくことができ
ました。
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