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人口：149万6,035人（前年同月比14,852人増）　世帯数：71万526世帯
川崎市のデータ（平成29年4月1日現在）

テレビで、ラジオで、そしてアプリ
で

川崎の旬な情報を見つけて、まちに出掛け
てみませんか

総務企画局シティプロモーション推進室☎200-2282、 200-3915

ラジオ

テレビ

アプリ

後列左からリポーター 山本萩子、須貝茉彩、石原あつ美
前列左からアシスタント（tvkアナウンサー） 久本真菜、MC 敦士

ＣＯＬＯＲＦＵＬ KAWASAKI
（ＦＭヨコハマ84.7MHz）

日曜　18時10分～18時25分
川崎に新しいカラーを吹き込むド
ラマ仕立ての新感覚番組。日曜の
夕方にゆったりとお楽しみください

かわさき for you 
（ラジオ日本1422kHz）
金曜　17時28分～17時33分
旬の話題を厳選してお届け。
リスナーの心をつかむ５分間。
まさに「for you」

かわさき ホット☆スタジオ
（かわさきFM 79.1MHz）

月～金曜　15時30分～16時
コミュニティーFMならではの地域のつながりを感じる番組
です。川崎のコアな情報や地元の生の声をホットにお届け
します※スマホなどでも聞けます

パーソナリティー　
松原江里佳

パーソナリティー
宮下敏子（火曜担当）

パーソナリティー
吉木由美

　市内のさまざまなイベント情報が盛りだくさ
んのアプリ。ダウンロードして川崎を楽しもう。
総務企画局ICT推進課

☎２００－２０７９、 ２００－３７５２

詳しくは

検索かわさきアプリ

お出掛けの必須アイテム
かわさきイベントアプリ誕生!

4月からラジオ番組を一新！新しい川崎がきっと見つかる

©Fujiko-Pro

川崎の魅力に
スパイスを♥

週末情報
だったら
この番組

ＬＯＶＥかわさき
（ｔｖｋ 地デジ3ch）

土曜　9時～9時15分
人に話したくなる話題を探して、
リポーターが市内各地を駆け巡
る、川崎のバラエティー情報番組

MC 敦士

土曜の朝が
楽しみになる番組。
川崎に笑顔を届けます



選考区分 資格 人数 締め切り

助産師
看護師

・昭和 32年 7月 2日以降
生まれで平成 29年 7月 1
日付の採用に応じられる人
・昭和32年 10月 2日以降
生まれで平成29年10月1
日付の採用に応じられる人
・昭和 33年 1月 2日以降
生まれで平成 30年 1月 1
日付の採用に応じられる人
・昭和 33年 4月 2日以降
生まれで平成 30年 4月 1
日付の採用に応じられる人

合計で年間
80人程度

5月12日
（消印有効）

試験区分 資格 締め切り

❶事務系（行政事務・社会福祉・
心理・学校事務）
❷技術系（土木・電気・機械・
造園・建築・化学）
❸消防士
❹薬剤師、獣医師、保健師

❶❷❸は昭和 63
年 4 月 2 日～平
成 8 年 4 月 1 日
に生まれた人、
❹は昭和58年 4
月 2 日以降に生
まれた人

電子申請で
5月 16日

（17時受信有効）

「カワサキノコト
－川崎市市勢要覧2017－」を発行

　川崎の多彩な
魅力や市の基礎
データを紹介し
た広報誌です。
区役所、市民
館などで配布し
ている他、市
ホームページで

も公開中です。 総務企画局シティ
プロモーション推進室☎200-2287、
200-3915。
軽自動車税の納税通知書の発送
　29年度の軽自動車税納税通知書は
5月9日に発送します。 市税事務所
市民税課、市税分室管理担当。
橘公園（高津区）駐車場の有料化
　6月1日から、1台30分ごとに100
円、最大料金900円になります。21時
～9時は1時間ごとに100円、最大料
金400円になります。 建設緑政局み
どりの企画管理課☎200-2394、
200-3973。
かわさきの生涯学習情報
　市内の生涯学習情報は「ふれあい
ネット」から市生涯学習財団のサイト
「かわさきの生涯学習情報」に移り
ました。 市生涯学習財団☎733-
5811、 739-0085。
がんばるものづくり企業
操業環境整備助成制度
❶立地促進支援…市内の準工業地域
と工業地域（一部対象外区域あり）で
工場などを新増設する経費を助成。
対象：中小製造業者。助成額：経費の
5分の1以内（上限3,000万円）。
❷操業環境改善支援…工場の操業環
境の改善（防音・防振・脱臭対策など）
のための経費を助成。対象：市内に工
場がある中小製造業者（一部対象外区
域あり）。助成額：経費の4分の3以内
（上限300万円）。
　いずれも詳細はお問い合わせくだ
さい。 ❶は随時（要事前相談）❷
は30年1月末まで（毎月末を締め切り
とし、月ごとに選考。予算に達した
月に募集終了）に申請書と必要書類を
直接、経済労働局工業振興課☎200-
2333、 200-3920。 [選考]※申請
書などは同課で配布中。市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
スポーツ・文化総合センターの
愛称に投票を
　候補作品の中から最優秀賞を決定
します。市ホームページから投票して
ください。投票期間…5月1日～29

日。1人1票。詳細は市ホームページ
をご覧ください。 市民文化局企画
課☎200-3758、 200-3707。　
呼吸器の健康相談
　専門医師による相談。肺年齢の測
定も。5月11日㈭13時半～14時半。
川崎･横浜公害保健センターで。せ
き、たん、息切れなどで困っている人、
10人程度。 4月25日から電話か
FAXで川崎･横浜公害保健センター☎
211-0311、 211-0312。［先着順］
ゴールデンウイーク期間中、
小学生の市バス乗車料金が50円に
　4月29日～5月7日の期間、料金を
支払う前に「小学生です」と申し出る
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
は申し出不要です。 交通局管理課
☎200-3235、 200-3946。
高津図書館の休館
　5月8日㈪は施設点検のため休館し
ます。 高津図書館☎822-2413、
844-7594。
巡回市民オンブズマン開催
　市政への苦情を聴きます。5月12
日㈮、9時 ～12時、13時 ～16時。
多摩区役所で。予約優先（前日までに
電話で）。 市民オンブズマン事務局
☎200-3691、 245-8281。

市障害者スポーツ大会「卓球」参加者
　全国障害者スポーツ大会の代表選
考会を兼ねています。6月3日㈯9時
半～13時。リハビリテーション福祉
センター体育館で。身体・知的・精神
に障害がある13歳以上の人。事前申
込制。 5月2日までに申込書を直
接かFAXで住んでいる区の区役所高
齢・障害課、地区健康福祉ステーショ
ン障害者支援担当。※申込書は同課・
担当で配布中。市ホームページから
もダウンロードできます。
商工業従業員永年勤続者・
優良組合役員の表彰対象者
　市内中小企業などに永年勤務した
功績がある従業員と、業績が優良な
組合の役員を表彰します。表彰式は７
月19日㈬13時から。対象…❶商業・
サービス業は勤続15年以上の従業員
❷建設業・運輸業・工業は勤続20年以
上の従業員❸役員歴10年以上の組合
員。詳細は表彰要領などをご覧くだ
さい。 5月12日（必着）までに推
薦書を郵送かFAXで〒210-8577経
済労働局工業振興課☎200-2326、
200-3920｡ [選考]｡ ※表彰要領

と推薦書は市ホームページからダウン
ロードできます。

　市の都市景観について調査・審議し
ます。資格…20歳以上で市内在住１
年以上(市職員と市付属機関などの委
員を除く)。任期…7月1日～31年6月
30日。人数…3人。 5月19日(消
印有効)までに直接、郵送、FAXで
〒210-8577まちづくり局景観担当☎
200-3022、 200-3969。[選考]。
※申し込みの詳細、小論文のテーマ
などは同担当、区役所などで配布中
のチラシか市ホームページをご覧くだ
さい。
成人式を盛り上げるサポーター

　30年１月8日㈷に開催する「成人の
日を祝うつどい（成人式）」の企画（アト
ラクションやビデオメッセージなど）を
立て運営します。5月中旬～30年2

月の平日19時～21時と土・日曜の午
前か午後に全10回程度活動します。
対象…活動に参加できるおおむね16
～25歳の人。 6月2日（消印有
効）までに必要事項とメールアドレス
（ある場合）、成人式について思うこ
と（簡潔に）を記入しFAX、市ホーム
ページ、メールで、こども未来局青
少年支援室☎200-2669、 200-
3931、 45sien@city.kawasaki.
jp 
キャリアサポートかわさきの
就職準備セミナー参加者
　若者から中高年までを対象に、応
募書類の作成方法や面接対策など、
就職活動に役立つセミナーをコース別
に実施します。5月～30年2月の期間
で30回、9時～12時、13時～16時。
てくのかわさきで。各回25人。日程、
内容、申し込みの詳細は問い合わせ
るか市ホームページをご覧ください。

電話で予約専用ダイヤル
0120-95-3087（平日9時 ～17時）。
[先着順]。 経済労働局労働雇用部
☎200-2276、 200-3598。

　次の要領で必要事項を、特別に指示のある場合はその内容も併せて
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。
● 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。

講座などへの参加申し込みお 知 ら せ

※文字が消せるボールペンは使わないでください

● 講座名・催し名（日時・コース名）
● 郵便番号・住所
● 氏名・ふりがな
● 年齢
● 電話番号

02 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

2017（平成 29）年　4 月 21 日号　No.1159

市職員募集 市では、さまざまな職種で人材を募集しています。

大学卒程度・資格免許職　 試験日・・・6月25日（日）

試験日・・・5月28日（日）助産師・看護師

　試験区分、受験資格などの詳細は受験案内をご覧ください。受験案内は、
市ホームページ「職員採用案内」でご覧になれる他、情報プラザ、区役所など
で配布中。申し込み方法の詳細は市ホームページで確認してください。
人事委員会任用課☎200-3343、 222-6449。[選考]

　いずれも採用日までに必要な免許を有するか取得見込みの人。 履歴書
の上部余白に選考区分を朱書きし、締め切りまでに直接か簡易書留で〒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。市ホームページからもダウンロードできます。

　川崎の多彩な

も公開中です。 総務企画局シティ

※6月から郵便料金が改定されますので、
ご注意ください。

都市景観審議会市民委員

「かわさき市政だより」の見方･･･イベント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
＝申し込み、 ＝問い合わせ先、直接＝直接来所。時間は２４時間表記です



応急手当普及員講習会
　5月6日㈯～8日㈪、9時～18時、
全3回。川崎消防署で。全回参加で
きる30人。5,000円。 4月24日
9時から電話で市消防防災指導公社☎
366-2475､ 366-0033。[先着順]
救命講習会
◎上級救命講習会…❶5月13日㈯。
川崎消防署で。❷5月26日㈮。臨港
消防署で。いずれも9時～18時。各
30人。1,000円。
◎普通救命講習Ⅲ…❸5月28日㈰9
時～12時。高津消防署で。30人。
800円。
　 ❶は5月1日❷は5月12日❸は
5月15日、いずれも9時から電話で市
消防防災指導公社☎366-2475､
366-0033。[先着順]
心肺蘇生法講習会
　❶高津消防署…5月15日㈪。❷中
原消防署…6月3日㈯。各日10時～
11時半、13時半～15時。各40人。
400円。 ❶は5月1日❷は5月19
日、いずれも9時から電話で市消防
防災指導公社☎366-2475､ 366-
0033。[先着順]
マリエンテニス教室

　ラケットを持ったことのない人にも、
指導員が丁寧に教えます。5月11
日～6月29日の木曜、18時半～20
時、全8回。川崎マリエンテニスコー
トで。15歳以上、20人（中学生は保
護者の送迎が必要）。8,000円。レン
タルラケットあり（１回１本200円）。雨
天予備日あり。 4月30日（必着）
までにテニス経験とラケットレンタル
の有無も記入し往復ハガキ、FAX、
メールで〒210-0869川崎区東扇島
38-1川崎港振興協会☎287-6009、
287-7922、 jigyou.kakari@

kawasakiport.or.jp [抽選]
生涯学習プラザ初心者陶芸教室
　手びねりで作品を作ります。5月14
日、21日、6月4日、18日の日曜と6
月24日㈯、10時～12時半、全5回。
生涯学習プラザで。15歳以上、12
人。9,000円。 5月1日(必着)ま
でにハガキで〒211-0064中原区今
井南町28-41市生涯学習財団☎733-
5893、 733-6697。［抽選］
川崎食支援交流会
　「食べることは生きること。おいしく
食べつづけるために」をテーマにした
講演会。5月14日㈰12時半～15時半
（開場11時半）。高津市民館大ホー
ルで。当日先着600人。 特別養護
老人ホーム等々力☎753-2260、
753-2261。健康福祉局健康増進課

☎200-2451、 200-3986。
川崎病院市民公開講座
「がんと闘う市立川崎病院」
　食道がん・胃がんの予防、最近のが
ん治療の戦略について学びます。5月
16日㈫14時～15時(開場13時半)。
ミューザ川崎4階研修室1～3で。当
日先着80人。 川崎病院庶務課☎
233-5521、 245-9600。
菊作り教室

　初心者を対象に、
スプレー菊の作り
方を紹介します。5
月20日㈯13時 ～
15時。教育文化会
館で。500円。事
前申込制。 5

月13日までに電話かFAXで関東川崎
菊花会（元

もとうえ

植）☎ 045-901-8166（9
時～17時）。 経済労働局観光プロ
モーション推進課☎200-2308、
200-3920。
日本女子大学の特別講演会
　渡壁煇氏（音楽監督）を講師にクラ
シック音楽会の魅力を紹介します。5
月20日㈯13時半～15時。日本女子
大学生涯学習センターで（読売ランド
前駅徒歩15分）。20人。 4月25
日9時から直接（平日9時～17時、土
曜9時～12時）、FAX、ホームペー
ジで日本女子大学生涯学習センター
☎952-6961、 952-6962。［先着
順］。 教育委員会生涯学習推進課
☎200-3304、 200-3950。
鉢で育てるハーブの楽しみ方
　ハーブの楽しみ方について話を聞
き、鉢植え作りをします。5月24日
㈬13時半～15時。緑化センターで。
30人。800円。 5月10日(必着)
までに往復ハガキで〒214-0021多
摩区宿河原6-14-1市緑化センター☎
911-2177、 922-5599。[抽選]
女性リーダー養成講座
　管理職・リーダーとしての心構えや
役割、必要なスキルなどを集中的に
学びます。5月24日、6月7日、14日、
7月12日、19日の水曜、19時～20
時半、全5回。すくらむ21で。現在リー
ダー職か、これからリーダーを目指す
女性で、全回参加できる20人。
4月25日9時から直接、電話、FAX、
ホームページで、すくらむ21☎813-
0808、 813-0864。[先着順]
マイクロプラスチック汚染への
対策と取り組みセミナー
　海の生物への汚染、食への影響に
ついての講演など。6月1日㈭13時
半～17時。産業振興会館で。200
人。 5月1日からFAXかホーム
ページで廃棄物資源循環学会☎03-
3769-5099、 03-3769-1492。［先
着順］。 環境局廃棄物政策担当☎
200-2564､ 200-3923。
商人（あきんど）デビュー塾
　市内空き店舗などで創業予定か創
業を希望する人が対象。商売を始め

るこつやノウハウを学びます。講師・
竹内幸次氏（中小企業診断士）。6月3
日～8月5日の主に水曜18時半～20
時半と土曜9時半～11時半、全12
回。すくらむ21で。6,000円。保育
あり（１歳～就学前、先着10人、350
円、要予約）。事前申込制（申し込み
多数の場合は市内在住者を優先）。

6月2日までに電話、FAX（保育
の有無も記入）、メールで、すくらむ
21☎813-0808、 813-0864、
scrum21@scrum21.or.jp 
短期講座「着物モダンリメイク」

　ほどいた着物
を持参し、現代
的なデザインを
学び2作品を作り
ます。月曜クラ
ス…6月5日、19
日、7月3日、24

日。金曜クラス…6月9日、23日、7
月7日、28日。各クラス13時半～15
時半、全4回。市民プラザで。18歳
以上、各20人。6,200円。 4月
25日から直接か電話で市民プラザ☎
888-3131、 888-3138。［先着順］
入門点字講習会
　6月6日～7月4日の火曜、10～12
時、全5回。南部身体障害者福祉会
館で。20人。 5月26日（必着）ま
でに直接、往復ハガキ、電話、FAX
で〒210-0834川崎区大島1-8-6南部
身体障害者福祉会館☎244-3971、
244-3885。[抽選]
講座「おひとりさまの終活
～おひとりさまでも最期まで在宅」
　「在宅」での医療と介護サービスの
上手な利用の仕方を事例とともに紹介
します。講師・中澤まゆみ氏(ノンフィ
クションライター )。7月20日㈭14時
～16時。てくのかわさきで。市内在
住の80人。 5月31日（消印有効）
までにハガキかFAXで〒214-0035多
摩区長沢2-11-1高齢社会福祉総合セ
ンター☎976-9001､ 976-9000。
[抽選]。※4月25日から区役所、市
民館などで配布する申込書でも申し

込めます。

アンサンブル・アコルデコンサート
　「ウエストサイド・ストーリー」などの
アメリカ音楽を、吹奏楽の迫力ある
演奏で。4月30日㈰13時半～15時
半（開場13時）。すくらむ21ホール
で。当日先着800人。 アンサンブ
ル・アコルデ（田辺）☎090-4374-1363
（平日9時～19時）。市民文化局市
民文化振興室☎200-3725、 200-
3248。
かわさき宙と緑の科学館の催し
◎わくわく！科学実験教室「科学捜査
官」…ろ紙に水性カラーペンで印を付
けて水を垂らし、色の広がり方を調
べます。5月13日㈯10時～11時半。
小学生、24人（1・2年生は保護者同
伴）。100円。
◎昆虫講座「生態写真を写そう＆虫の
名前を調べよう」…生田緑地で昆虫を
観察し、撮影を楽しみます。5月28
日㈰10時～12時。小学4～6年生、
15人。100円。雨天時は屋内。
　いずれも、かわさき宙

そら

と緑の科学
館で。 4月27日（必着）までに直
接（17時まで。ハガキ持参）か往復ハ
ガキ（兄弟姉妹は1枚で可）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］
かわさきマイスターまつり

　市内最高峰の匠
たくみ

「かわさきマイス
ター」が集結。手描き友禅、和服仕立て、
表札の製作などの実演や、製品の展
示即売を行います。5月13日㈯11時～
17時。武蔵溝ノ口駅南北自由通路で。
荒天中止。 経済労働局労働雇用部
☎200-2242、 200-3598。
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日程　4月22日～5月14日
場所　昭和音楽大学、
　　　アートセンター他
※チケット販売中。日程、料
金など詳細は問い合わせるか
アルテリッカしんゆりのホー
ムページをご覧ください

アルテリッカしんゆり2017
　オペラ、ジャズ、クラシック、演劇、能・狂言、落語など、全３７公演。
バレエ「ドラゴンクエスト」＝写真、子どもも楽しめる本格クラシッ
クコンサートや人形劇など、ジャンルを超えたアートの祭典です。

直接か電話で川崎・しんゆり芸術祭チケットセンター（新百合21
ホール内）☎955-3100（9時半～17時）。 アルテリッカしんゆり
2017実行委員会☎952-5024、 955-3212。
市民文化局市民文化振興室☎200-2280、 200-3248

イメージ
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　50周年を迎えた日本民家園では、5～6月もさまざまなイベントを開催し
ています。お出掛けには最適のこの季節、ピクニック気分で行ってみませんか。
時間　記載がない催しは9時半～17時（入園は16時半まで）
料金　いずれも要入園料（民具製作体験講座は入園料込み）
交通　向ケ丘遊園駅南口徒歩13分、登戸駅徒歩25分
日本民家園☎922-2181、 934-8652

ゴールデンウイークのおすすめイベント

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

　曲目はモーツァルトのピアノ協奏
曲第6番とブルックナーの交響曲第5
番。5月21日㈰14時開演。ミューザ
川崎シンフォニーホールで。小学生
以上、1,800人。S席9,000円、A席
7,000円、B席5,000円、C席4,000
円、P席3,000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。
こども黄緑クラブ
「ちいさな春、みーつけた！」

　春の草花遊びと虫探しをします。5
月25日㈭10時半～11時半。王禅寺
ふるさと公園で（新百合ケ丘駅南口か
らバス「梨木団地入口」下車すぐ）。1
歳半～就学前の子どもと保護者、20
組40人。荒天中止。 5月8日（必
着）までに子どもの氏名と生年月日も
記入し往復ハガキで〒211-0052中
原区等々力3-12市公園緑地協会☎
711-6631、 722-8410。［抽選］
干潟の生きもの観察会
　多摩川河口干潟でカニや貝など
を観察します。❶5月27日㈯❷6月
10日㈯、9時半～12時半。環境総
合研究所で。小学生以上、各日60
人。雨天中止。 ❶は5月13日❷
は27日（いずれも必着）までにハガキ、

FAX、メールで〒210-0821川崎区
殿町3-25-13環境総合研究所☎276-
9001、 288-3156、 30sojig@
city.kawasaki.jp ［抽選］
聴覚障害者情報文化センターまつり
　講演会、相談コーナー、福祉機器
展、作品展、手話ダンス、模擬店など。
手話・要約筆記体験コーナーも。5月
28日㈰10時～15時。聴覚障害者情
報文化センターで。 同センター☎
798-8800、 798-8805。
ユニセフ・ラブウオーク
inかわさき
　参加費が全額、世界の子どもの支
援に使われるウオーキングイベントで
す。5月28日㈰10時15分～13時半。
生田緑地で。小学生以下は保護者と
参加。一般500円、18歳未満200円。
雨天中止。事前申込制。 電話、
FAX（全員の氏名と年齢も記入）、ホー
ムページで県ユニセフ協会☎045-
334-8950（平日10時～17時）、
045-334-8951。 総務企画局庶務
課☎200-2366、 200-3746。
科学実験ショー「ひえひえ大実験！」
　東芝未来科学館から講師を迎え、
科学の不思議を体験します。6月10
日㈯❶11時～11時45分❷13時半～
14時15分。市民プラザで。小学生、
各回100人。 5月20日（必着）ま
でに希望時間、学年、保護者見学の
有無、「市政だよりを見た」も記入し往
復ハガキで〒213-0014高津区新作
1-19-1市民プラザ☎888-3131、
888-3138。［抽選］
等々力サッカーフェスタ
　川崎フロンターレによるサッカー教

室とイベント。6月24日㈯10時半～
16時。等々力陸上競技場で。小学
生、400人。荒天中止。 5月31
日までに学年、保護者氏名と続柄も記
入しFAXかホームページで川崎フロ
ンターレ☎0570-000-565、 813-
8619。［抽選］
リエカ市訪問
「川崎市民交流団」
　クロアチア・リエカ市との姉妹都市
提携40周年を記念し、同市とオース
トリア・ザルツブルク市などを訪問しま
す。7月2日～11日（7泊10日）。18歳
以上、10人。約35万円。5月中旬

に旅行説明会あり。 4月25日9
時半から直接か電話で市国際交流協
会☎435-7000、 435-7010。［先
着順］
アクアウオーク
　水中を歩いて効果的に運動します。
月曜、水曜、13時～13時15分（祝日
を除く）。市民プラザ室内プールで。
高校生以上、当日先着各15人。プー
ル利用料金のみ。 市民プラザ☎
857-8818、 866-0382。
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4月30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良くなかった記事とその理由
を記入し、ハガキ、FAX、市ホームページで〒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。個人情報は業務を委託する業者にのみ提供します

読者アンケート 図書カード（1,000円券）を
５人に進呈（抽選）

多様性は、あたたかさ。多様性は、可能性。

川崎は、1色ではありません。

あかるく。あざやかに。重なり合う。

明日は、何色の川崎と出会おう。

次の１００年へ向けて。

あたらしい川崎を生み出していこう。

（川崎市ブランドメッセージ）

東京交響楽団・川崎定期演奏会 生田緑地ばら苑　
春の一般開放

色とりどりの約530種約4,700株

期間　5月11日～28日
時間　平日10時～16時半、土・日曜9時～16時半（いずれも入苑は
16時まで）
場所　生田緑地ばら苑
交通　向ケ丘遊園駅南口徒歩20分、宿河原駅徒歩23分
※駐車場（１回500円、100台）の混雑が予想されますので、公共交通
機関を利用してください。階段の上り下りが困難な人は警備員に声を掛
けてください
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

　色鮮やかで種類豊富なバラを楽しみ
ながら、広い苑

えん

内を散策しませんか。

お茶会
　古民家でおいしい和
菓子と抹茶をどうぞ。
作法にとらわれず、気
軽に参加できます。5
月3日㈷10時半～15
時。当日先着100人。
300円。雨天中止。

こども民家園検定
～関東の村
　園内を歩きながら、謎
を解き、全部分かったら
「民家園博士認定証」がも
らえます。5月3日㈷～5
日㈷、10時半～14時半。
認定証がなくなり次第終
了。中学生以下。荒天中止。

ベーゴマ大会
　子どもから大人まで気軽に
参加できます。5月5日㈷13
時半～14時15分。小学生以
上、40人（3年生以下は保護
者同伴）。100円。雨天中止。
※10時半～12時に参加自由
の回し方・改造教室あり。

和太鼓・
南京玉すだれ体験
　和太鼓の演奏と伝統芸
能・南京玉すだれの体験が
できます。南京玉すだれ
は子ども用もあります。
5月4日㈷、11時～12時、
13時半～14時半。雨天
縮小実施。 民具製作体験講座

❶わら細工「ぞうり」…5月14日㈰10時～15時。小学4年生以
上、20人。1,000円。 5月1日まで。
❷機織り「裂き織り」…5月28日、6月4日、11日の日曜、10
時～15時、全3回。中学生以上、20人。2,350円。 5月15
日まで。
❸竹細工「菱四つ目かご」…6月4日㈰10時～15時。小学4年
生以上、25人。1,250円。 5月22日まで。
　 各締め切り（必着）までに直接、往復ハガキ、メールで〒214-
0032多摩区枡形7-1-1日本民家園 mingu@convention.co.jp 
［抽選］

日本民家園へ
春風に誘われて出掛けよう！

特別公開「旧船越の舞台」
　江戸時代末期に建てられた
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、ボランティアの解説付き
で公開。5月13日、14日、20日、
21日、27日、28日の土・日曜、
10時半～15時。荒天中止。

民具着用体験・
むかしあそび
　みのやかさを着けて昔
の人に変身したり、懐か
しい遊びを体験したり。
5月3日㈷、4日㈷、11時
～12時、13時～15時。
一部、定員あり。雨天縮
小実施。

草バッタをつくろう
～草玩具体験
　シュロの葉を使ってバッ
タを作ったり、園内の草花
で遊んだりします。5月4
日㈷、7日㈰、10時～15
時半。材料がなくなり次第
終了。雨天縮小実施。


