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　東京交響楽団は川崎市フランチャイズオーケストラとして、市と連携しな
がら音楽によるまちづくりを推進しています。同楽団は文部大臣賞をはじ
め数多くの音楽賞を受賞する日本トップレベルのオーケストラで、ミューザ
川崎シンフォニーホールを拠点に活動。川崎定期演奏会の他、市内小学校・
特別支援学校の児童に「子どものためのオーケストラ鑑賞」を開催したり、
ホールに足を運ぶことが難しい人のために病院や福祉施設への巡回公演
を行ったりするなど、教育や福祉の現場でも積極的に活動を続けています。
これらの 地 域 活 動 が
楽団員のさらなるモチ
ベーションにつながって
いて、川崎を愛し、川
崎に愛されるオーケスト
ラとなっています。

・川崎市フランチャイズオーケストラの東京交響楽団
・２つの音楽大学（昭和音楽大学、洗足学園音楽大学）
・４つの市民オーケストラと１００を超える市民合唱団
・アジア交流音楽祭、かわさきジャズなど多数の音楽イベント
・全米ナンバーワンヒットに輝いた唯一の日本人歌手、坂本九さんなど
 著名な音楽家を数多く輩出
・10月に新たなホール、スポーツ・文化総合センターがオープン

　メンバー全員が川崎市在住で若者を中心に絶大な人気を誇る3ピース
バンドSHISHAMO。元々川崎フロンターレを応援していたメンバーが何
度も試合観戦に足を運ぶうちに交流が生まれました。ことしのホーム開幕
戦では始球式に参加するなど関係を深めているSHISHAMOが川崎フロン
ターレのサポーターをモデルに制作した楽曲「明日も」は、今シーズンのチー
ム応援歌として採用され、選手とサポーターをつなぐ大切な楽曲になって
います。音楽とスポーツ。異なるジャンルで活動する両者が持つ「人を感
動させる力」が共鳴し、
川崎のまちをより一層
盛り上げています。

　市はまちの魅力向上と活性化のため
「音楽のまちづくり」を進めています。
今回は市内で音楽を楽しむ人や音楽で
盛り上がるまちの様子を特集します。
市民文化局市民文化振興室　☎200
-2030、 200-3248

6月１日～３0日（必着）に、❶読んだ号（「6月１日号」と記入）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❼希望するプレゼントの番号を記入
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。［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

フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2017招待券
<提供>ミューザ川崎シンフォニーホール
①東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（7月25日(火)15時開演）ペア5組
②東京交響楽団（8月6日(日)15時開演）ペア5組
③東京ニューシティ管弦楽団ファミリーコンサート（8月8日(火)15時開演）ペア5組
※①③はミューザ川崎シンフォニーホール②は昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワで開催

SHISHAMO×FRONTALE
<提供>川崎フロンターレ
④コラボTシャツ（Lサイズ）3人

⑤図書カード（1,000円券）5人

ミューザ川崎シンフォニーホール
　平成16年に同ホールが開館したことをきっかけに、「音楽のまち・かわ
さき」の取り組みは始まりました。国内外の著名なオーケストラも公演
するホールは、客席が中央のステージを360度取り囲むヴィンヤード（ブ
ドウ畑）形式になっているため、どこに座っても美しい音響と臨場感が
楽しめます。また、音楽を通じたまちづくりに関するさまざまな活動が
評価され、地域創造大賞（総務大臣賞）を市内で初めて受賞するなど、

「音楽のまち・かわさ
き」のシンボルとなっ
ています。

©坂本九音楽事務所

つなげる、つながる

川崎にある、すごい「音楽」

コラボレーションでまちがもっと盛り上がる

音楽への関わり方はいろいろ。
それぞれの形で音楽を楽しむ2人に話を聞きました。

　主に市内で音楽イベントの開催支援を行っています。マイク1本の貸し
出しから総合プロデュースまで、活動内容はさまざまですが、音楽を通じ
たまちづくりは私自身がずっとやりたかったことで、その現場を支えていく
のが私の役割だという強い思いを持って日々活動しています。
　多くのイベントに関わる中で感じるのは、音楽には「人と人をつなぐ力」
があるということです。川崎では出身地の異なるさまざまな人が暮らして
いますが、住民同士のコミュニケーションを深めるツールとして真っ先に思
い浮かぶのが音楽です。以前開催したイベントでは、座席の配置などを工
夫し、見知らぬ人同士が今聴いた音楽について語り合えるようにしてみた
のですが、共通の音楽を聴いて生
まれるささいな会話から、人の輪が
つながっていくのを感じました。
　今後もできるだけ多くの人に良
い音楽を届けるとともに、「演奏し
たい」と思う人がステージに立てる
チャンスもたくさんつくっていけたら
と思っています。

　歌うことが大好きなので、合唱団員募集のチラシを見て、参加すること
を決めました。1人での参加だったので最初は不安もありましたが、指導
をしてくれる先生が技術面から歌詞の意味まで丁寧に教えてくれたので、
毎回練習に行くのが楽しみになりました。
　合唱の醍

だい

醐
ご

味
み

は、やはりハーモニー。1人で歌うのとは違った気持ち良
さがあります。ドイツ語の歌詞を覚えるのは大変でしたが、通勤の途中で
も曲を聴き、家でも料理をしながら口ずさみ、普段の生活とは異なる充実
感を得ることができました。またアマチュアではなかなか立つことができな
いミューザの大舞台で歌えたこ
とも素晴らしい経験になりまし
た。日常では接することの少な
い、異なる職業や年代の人と仲
良くなれたことも大きな財産で
す。合唱経験はなくても参加で
きるので、気負わずチャレンジ
すれば、きっと新しい世界や仲
間が広がります。

音楽の力で、
　　　もっと人の輪をつなげたい

一歩踏み出せば、
　　　　　新しい出会いがある

SHISHAMO 
　　　　　　　　 川崎フロンターレ

川崎市の音楽情報あつまってます。

東京交響楽団
川崎市

読者アンケート＆プレゼント

約260人の歌声が響き合う

アジア交流音楽祭 かわさきジャズ
坂本九さん

▲左から松岡彩（Ba）宮崎朝子
（Gt.Vo）吉川美冴貴（Dr）

▼始球式でチームカラーの
ギターを選手にプレゼント

◀親しみやすいプログラムが
人気の巡回公演

年間約400本のイベントを支援

　私が毎年この時期にとても楽しみにしているイベントの
一つに「市民合唱祭」があります。あのミューザ川崎シンフォ
ニーホールで朝から晩まで丸２日間に渡って１００団体を超え
る市民合唱団の素晴らしい歌声が響き渡るのです。晴れの
舞台で歌っているお顔は本当にステキで、聴いている側も自
然と笑顔になります。音を楽しむと書いて「音楽」ってこうい
うことなのかなぁと感じる瞬間です。
　川崎ではロック、ジャズ、ポップ、クラッシックなどなど、

幅広いジャンルの音楽が生で聴けますし、またご自身が演者
となれる機会もたくさんあります。まちの大きな魅力にもなっ
ている「音楽のまち・かわさき」の取り組みが、ご自分のもの
になるような体験をぜひしていただきたいと思います。
　今日も市内のどこかで音楽イベントが開かれています。ま
ちが音楽であふれ、おもちゃ箱をひっくり返したような楽し
さを、これからも皆さまと一緒につくり出していきたいと思
います。

音楽があふれるまちへ

川崎市長
福田 紀彦

音楽のまち 検索
「Kawasaki Music 

プチ Magazine」 〈FRONT〉 〈BACK〉
「音楽のまち・かわさき」ホームページ

「音楽のまち・かわさき」
マスコットキャラクター
かわさきミュートン

プチ Magazine」
区役所などで配布しています

フェスタ
サマーミューザ

開催決定！

詳細は4面へ

Information Present

▲音楽監督は世界的指揮者の
ジョナサン・ノット

音楽のあるまち

2016かわさき市民
第九コンサート参加者
海野 里菜さん
合唱未経験での参加。
音楽は「うれしいときも
悲しいときも、なくては
ならないもの」

NPO法人カワサキ
ミュージックキャスト理事長

反町 充宏さん
学生時代に無料コンサートを

成功させた経験から
舞台裏の魅力にのめり込む。

音楽は「人生そのもの」

1
Part

2
Part

詳細は4面へ

合唱団員を
募集します

「音楽のまち・かわさき」
マスコットキャラクター
かわさきミュートン

ホームページからは
演奏ができる音楽施設も

探せるトン♪

豊かな音楽文
カルチャー
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©川崎フロンターレ
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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

　児童手当を受給している人は、毎年6月1日現在の、世帯や前年の所得
の状況について、届け出が必要です。現況届を提出しないと、6月分から
の手当を受けられませんので、ご注意ください。
　市では、6月上旬に対象者へ書類を郵送します。6月30日までに区役所
区民課、支所区民センターへ、忘れずに提出してください。

こども未来局こども家庭課☎200-2674、 200-3638

　私立幼稚園の保育料などを補助します。「子ども・子育て支援新制度」に
移行した私立幼稚園に通園させている保護者は、当補助金の対象外です。
対象　市内在住で公認の私立幼稚園（市外も含む）に通園している3～5歳
児の保護者
補助額　1人年額48,000～308,000円
※世帯の29年度市民税額、在園児数、小学1～3年生の兄姉の有無など
で異なります

6月中旬ごろから各園で配布する申込書を直接、各園へ
こども未来局幼児教育担当☎200-2493、 200-3533

現況届を忘れずに

私立幼稚園

児童手当

保育料などを補助

もっと気軽に音楽を
練習日程　9月1日～12月22日の金曜（12
月は一部土・日曜もあり）、おおむね18時半
～20時45分、全20回。中原市民館他で。
リハーサルは12月23日㈷
対象　小学生以上（小・中学生は保護者と参
加）。※経験がなくても参加できます
人数　練習に13回以上参加できる260人
費用　一般16,000円、高校生8,000円、
小・中学生5,000円
公演　12月24日㈰14時開演。ミューザ川
崎シンフォニーホールで

7月10日（消印有効）までにハガキに
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
希望パート、第九合唱経験の有無、身長（い
ずれも小・中学生は保護者の分も）を記入し
〒210-8577市民文化局市民文化振興室
☎200-2030、 200-3248。［抽選］
※詳細は6月1日から区役所、市民館など
で配布するチラシか市ホームページをご覧
ください

　舞台の設備などの改修工事のため
一部休館します。
休館期間　31年1月15日～6月30日
※音楽工房（市民交流室、企画展示
室、会議室、研修室、練習室）は営業
施設改修について＝市民文化局

市民文化振興室☎200-2030、
200-3248。施設利用について＝
ミューザ川崎シンフォニーホール☎
520-0300、 520-0103

フェスタサマーミューザ KAWASAKI 2017

7/22㈯ 東京交響楽団オープニングコンサート

7/25㈫ 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

7/26㈬ 東京都交響楽団

7/27㈭ 東京フィルハーモニー交響楽団

7/28㈮ サマーナイト・ジャズ

7/29㈯ NHK交響楽団

7/30㈰ 洗足学園音楽大学

8/1㈫ 読売日本交響楽団

8/5㈯ 真夏のバッハⅡ

8/6㈰ 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

　6月18日、現在の改札の正面に新たな改札「中央北改札」ができます。
　さらに、30年3月には北口通路と新たな改札「北改札」が完成予定で、
京急線との乗り換えも一層便利になります。

まちづくり局拠点整備推進室☎200-2752、 200-3967

第九を歌おう！
合唱参加者募集

JR川崎駅中央北改札が誕生します

　本格的なクラシックだけでなく、
子どもや初心者が気軽に楽しめる
プログラムも。2,000～4,000
円中心のお手頃価格も魅力です。
時間、料金など詳細は、区役所
などで配布中のパンフレットか
ホームページをご覧ください。
会場　ミューザ川崎シンフォニー
ホール他

ミューザ川崎シンフォニー
ホール☎520-0200（10時～18
時）、 520-0103

サマーミューザ 検索

8/9㈬ 日本フィルハーモニー交響楽団

8/10㈭ 昭和音楽大学

8/11㈷ 東京交響楽団フィナーレコンサート

特別参加オーケストラ

7/23㈰ オーケストラ・アンサンブル金沢

7/31㈪ PMFオーケストラ

8/4㈮ 新日本フィルハーモニー交響楽団

こどもフェスタ2017夏（4歳から入場可）

8/3㈭ かわさきジュニアオーケストラ発表会

8/5㈯ イッツ・ア・ピアノワールド

8/8㈫ 東京ニューシティ管弦楽団

出張サマーミューザ＠しんゆり！
会場：昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ

ミューザ川崎
シンフォニーホール

一部休館のお知らせ

Station

Music

Children

7/30㈰ 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

8/6㈰ 東京交響楽団

新しい改札
(中央北改札)

中央通路
中央東口

（川崎地下街
アゼリア方面）

中央西口
（ラゾーナ川崎
プラザ方面）

改札内 コンコース

改札内 
コンコース

アトレ川崎

北口通路(30年3月開業予定)

みどりの
窓口

券売機

券売機

(時計台)

南
武
線

京
浜
東
北
線

東
海
道
線

現在の改札
(中央南改札)

至 

東
京

至 

横
浜
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市税事務所からのお知らせ
◎納期のお知らせ…市民税・県民税
（普通徴収）第１期分の納期限は6月
30日です。金融機関、コンビニな
どでお納めください。所得金額、所
得控除などは、6月9日に発送する
納税通知書に添付の「課税明細書」
でお確かめください。
◎市民税・県民税（個人）の減免…納
税者が災害に遭ったときや生活保護
を受けることになったときなど、納
税に困難な事情がある場合は減免を
受けられることがあります。納期限
までにお問い合わせください。
　いずれも 市税事務所市民税課、
市税分室市民税担当。
◎固定資産税の調査に協力を…土
地・家屋と償却資産の実態を正確に
把握し、適正に課税するための調査
を行っています。調査員は｢固定資
産評価補助員証｣を携帯しています。
　 市税事務所資産税課、市税分
室資産税担当。
国民年金、こんなときは届け出を
◎区役所・支所の国民年金窓口へ…
❶年金に加入していない人が20歳に
なったとき❷厚生年金加入者が60歳
前に会社などを退職したとき❸厚生
年金加入者に扶養されていた60歳未
満の配偶者（第3号被保険者）が扶養
されなくなったとき（年収が130万円
以上になったなど）❹60歳未満の第3
号被保険者の配偶者が会社などを退
職したとき、または65歳になったとき。
◎配偶者の勤務先へ…❶厚生年金に
加入している配偶者に扶養されるよ
うになったとき❷配偶者に扶養され
ている20歳未満の妻（夫）が20歳に
なったとき。
　いずれも 区役所保険年金課、支
所区民センター保険年金係。
国民健康保険のお知らせ
◎納入通知書発送…29年度の納入
通知書を6月中旬に発送します。
◎減免制度…国民健康保険料の納付
が困難で、一定の基準に該当する場

合、保険料を軽減・減免する制度が
あります。理由によって基準が異な
りますので詳細はお問い合わせくだ
さい。
　いずれも 区役所保険年金課、支
所区民センター保険年金係。
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
　30年3月31日まで市内協力医療
機関で実施しています。対象…市に
住民登録をしている人で、29年度に
65、70、75、80、85、90、95、
100歳になる人か、60～65歳未満
で心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能（ヒト
免疫不全ウイルスによる）に身体障害
者手帳１級程度の障害がある人。す
でに肺炎球菌感染症の予防接種を受
けたことがある人は対象となりませ
ん。接種を受けるときは健康保険証
など本人確認ができるものを持参。
自己負担金…4,500円。
　❶～❸のいずれかに該当する人は
自己負担金が免除（証明書類の提示
が必要）。❶生活保護受給世帯❷市・
県民税非課税世帯❸「中国残留邦人
等の円滑な帰国の促進及び永住帰国
後の自立の支援に関する法律」に基
づく支援給付を受けている。 予防
接種コールセンター☎200-8181、
200-3928。
がん検診無料クーポン券の配布
　❶子宮頸

けい

がん…20歳の女性。❷
乳がん…40歳の女性。29年4月1
日に上記の年齢の人に6月初旬ごろ
発送します。4月21日以降に転入し
た人は発行の手続きが必要です。詳
細はお問い合わせください。 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。
行政サービス端末の廃止と
各種証明書のコンビニ交付
　区役所・支所・出張所などに設置し
ている行政サービス端末は12月28
日㈭で廃止します。住民票の写しな
ど各種証明書は全国の主なコンビニ
で、マイナンバーカードを使い取得
できます。カード取得や利用方法な
どの詳細はお問い合わせください。

市民文化局戸籍住民サービス課☎
200-2259、 200-3912。
防犯灯の新設要望
　新しく防犯灯の設置を希望する町
内会・自治会などが対象です。 6月
30日から必要書類を各警察署内の防
犯協会へ直接。 市民文化局地域
安全推進課☎200-2284、 200-
3869。
防犯灯・防犯カメラの補助金申請
❶防犯灯…町内会・自治会などが所
有する防犯灯の29年度分の管理費・
補修費。
❷防犯カメラ…町内会・自治会などが
新たに設置する費用。
　 ❶は7月14日❷は7月24日ま
でに申請書、必要書類（❶は印鑑も）
を直接、区役所危機管理担当、支
所区民センター地域振興係、出張所。
※必要書類は各申請窓口へお問い合
わせください。申請書は6月30日か
ら区役所などで配布。
来年度の教科書見本展示会
　小・中学校、高等学校、特別支援
学校用を展示します。

❶9時～18時❷月・水曜9時～17時、
火・木・金曜9時～18時❸9時～17
時（最終日は16時まで）❹～❽は10
時～18時。 総合教育センター☎
844-3600、 844-3604。
ココからはじめる！
福祉と保育のお仕事相談会
　市内で福祉や保育の仕事を探してい
る人が対象。市内70法人の職場紹介、
人事担当者との個別相談。専門の相
談員による相談も。7月1日㈯13時～
16時半。高津市民館12階で。保育
あり(小学2年生くらいまで、先着5人、
要予約)。 市福祉人材バンク☎739-
8726､ 739-8740。
高卒予定者向け合同企業就職説
明会「ハロージョブフェスタ」
　30年3月に高等学校を卒業予定の
人が対象。参加企業による1分間PR
のコーナーも。7月13日㈭13時～16
時(受け付け12時半)。川崎フロンティ
アビル2階KCCIホールで（川崎駅東口
徒歩2分）。 経済労働局労働雇用部
☎200-2276､ 200-3598。

高等学校奨学生
　経済的理由で修学が困難な高校な
どの生徒に奨学金を支給します。対
象・人数…市内在住で成績優秀な高
校などの生徒、750人程度。支給額
…年額を下表のとおり（貸し付けでは
ありません）。

6月12日～23日(必着)に申請書
などを在学する学校経由で提出。[選
考]。※詳細は各学校で配布中の申請
書をご覧ください。 教育委員会学
事課☎200-3267、 200-3950。
大学奨学生
　次の全てに該当する人に学費を貸
し付けます。❶保護者が市内在住1
年以上❷経済的理由で学費の支払い
が困難❸成績優秀な大学１年生(短
期大学、大学院を除く)。人数…10
人程度。貸付額…月額38,000円
(無利子)。 6月12日～23日(必
着)に申請書などを在学する大学経由
で教育委員会学事課☎200-3267、
200-3950。[選考]。※申請書は

各大学で配布中。
スポーツ・文化総合センター
一般参加型ダンスイベント
　11月5日㈰に開催。❶キッズダンス
コンテスト…小学生以下、5～30人の
グループ10チーム。参加費1人1,500
円。❷プロの振付師の作品に参加…
中学生以上、60人。参加費1人8,500
円。詳細は施設のホームページをご
覧ください。 6月19日から直接、
FAX、メールでスポーツ・文化総合セ
ンター準備室（川崎区駅前本町12-1）
☎201-2051、 201-2053、 acxs-
kawasaki@c-linkage.co.jp [先着順]
家庭的保育事業・小規模保育事業C型
　3歳未満の乳幼児を平日の日中8時
間半程度、継続的に保育する認可事
業です。自宅などで行う家庭的保育
事業（定員3～5人）と、賃貸住宅など
で複数の家庭的保育者が行う小規模
保育事業C型（定員6～10人）があり
ます。資格…保育士・看護師・准看護
師・幼稚園教諭、いずれかの資格を持
ち、保育所などで乳幼児の保育経験
がある、おおむね60歳までの健康な
人。 6月5日～7月14日に申込書
を直接、こども未来局保育課☎200-
3128、 200-3933。［選考］。※申
込書の配布と事業説明を行いますの
で事前にお問い合わせください。

　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

場所 日程
❶総合教育センター 6月16日～7月5日
❷教育会館 6月16日～7月5日

(土・日曜を除く)❸東門前小学校
❹麻生市民館 7月 7日～ 12日

❺多摩市民館 7月14日～19日
（15・18日を除く）

❻宮前市民館 7月21日～26日
❼幸市民館 7月28日～8月2日
❽教育文化会館 8月 4日～ 9日

※6月から郵便料金が改定されますので、
ご注意ください。

1年生 2年生 3年生
国・公立 36,000円 61,000円 46,000円

私立 60,000円 85,000円 70,000円

　受賞は28年10月1日号（地域包括ケアシステム
特集）。昨年の総務大臣賞に引き続き、2年連続の
受賞となります。
　今後もより良い紙面づくりに努めてまいりま
す。 総務企画局シティプロモーション推進室
☎200-2287、 200-3915

市政だよりが全国広報
コンクールで入選しました！
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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　
　素朴で温かな古き良きスペインへい
ざなう40分。7月11日㈫12時10分開
演。オルガン：小島弥寧子＝写真、ソ
プラノ＆太鼓：森川郁子、バロック・ギ
ター：佐藤亜紀子。
曲目：「素敵な人生
に」他。500円（全席
自由）。 直接、電
話、ホームページで
同ホール。

☎520-0200（10：00～18：00）、
520-0103

川崎駅西口徒歩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
6月のプラネタリウム
　一般向け投影「天体写真を撮ろう」。
土・日曜と祝日、12時～、14時半～
子ども向け投影「ほうき星とたいよう
けいたんけん」。15日㈭13時半～星
空ゆうゆう散歩「南極の夜と昼」。21
日㈬、10時半～、11時半～ベビー
＆キッズアワー。第2・4日曜15時半
～フュージョン投影「宇宙の姿を求め
る旅」。いずれも一般400円、65歳
以上と高校・大学生200円。

日本民家園
☎922-2181、 934-8652

民家園の七夕
飾り作りと飾り付け体験
　折り紙で飾りを作り、大きな竹に飾り
ます。7月1日㈯11時～14時。七夕の機
織り体験（11時～
12時、13時 ～15
時。小学3年生以
上、当日先着各50
人）も開催。いずれ
も要入園料。飾り
付けは荒天中止。

向ケ丘遊園駅南口徒歩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）

「ジャイアンフェア」開催中！
　6月15日は「ジャイアン」こと剛田
武の誕生日。7月2日まで、毎年恒
例の「ジャイアンフェア」を開催。ジャ
イアンにまつ
わる商品やメ
ニューを取りそ
ろえてバース
デーをお祝い
します！

生田緑地内の
博物館

「岡本太郎×建築」展　関連映像上映
　「かわった形の体育館（総集編）」、
日本万国博覧会1970年テーマ館「太
陽の塔」制作記念フィルムの2作品を
上映します。6月25日㈰、7月2日㈰、
14時半か
ら。当日
先着各日
70人。

©Fujiko-Pro

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

　7月30日㈰9時15分競技開始(開
場8時)。橘高等学校で。中学生以
上。種目､ 参加費、申し込み方法な
どは開催要項をご覧ください。荒天
中止。 市民文化局市民スポーツ
室☎200-3245、 200-3599。※
開催要項・申込書は区役所、市民館、
スポーツセンターなどで配布中。市
水泳協会のホームページからもダウ
ンロードできます。
市介護相談員
　介護保険施設などを月2回程度訪
問し、利用者や家族から話を聞き、
施設職員や市に伝えます。施設訪問
は１回につき3,000円、連絡会議（隔
月開催）参加者には2,000円を支給。

対象・人数…養成研修（費用は市が負
担）に全回参加できる、市内在住で
20歳以上の2人。書類選考後、面接
あり。詳細はお問い合わせください。

6月21日（消印有効）までに応募
書を郵送で〒210-8577健康福祉局
高齢者事業推進課☎200-2910、
200-3926。［選考］。※応募書は6月
1日から区役所で配布。市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
休業代替任期付職員
　育児休業中などの市職員に代わ
り、一般行政事務を行う任期付き職
員の登録選考を実施します。合格者
の中から職員の休業の取得状況に応
じて面接考査により採用します。任
期…原則1年以上3年以内。人数…

30人程度。登録選考日…7月30日
㈰。 6月30日(消印有効)までに
申込書を簡易書留で〒210-8577総
務企画局人事課☎200-3885、
200-3753。[選考]。※案内･申込
書は6月1日から区役所などで配布。
資格免許職･技術職の採用選考につ
いては直接お問い合わせください。

市債投資セミナー
　福田紀彦市長の講演や､ 地方公
共団体金融機構による債券投資に
関する話。7月13日㈭10時半～11
時50分。高津区役所で。100人。

6月15日から電話かFAXで財
政局資金課☎200-2182、 200-
3904。[先着順]

順]

「わがまち花と緑のコンクール」表彰式
　全応募作品の掲示、記念講演、花
苗などの配布も。6月24日㈯14時～
16時（開場13時半）。中原市民館ホー
ルで。当日先着200人。 市公園緑
地協会☎711-6631、 722-8410。
すくらむ21まつり
　市内で活動する市民や団体などに
よるステージ発表、講座、出店、展
示など。6月25日㈰10時～15時。す
くらむ21で。 同施設☎813-0808、
813-0864。
インターナショナルフェスティバル
　外国人市民によるステージ、展示、
世界の料理や文化体験など。30以
上の国や地域が参加します。7月2

日㈰10時～16時半。国際交流セン
ターで。 市国際交流協会☎435-
7000、 435-7010。
こども防災塾

　市消防局、そなエリア東京（東京臨
海広域防災公園）、消防局航空隊ヘ
リコプターを見学します。❶7月26
日㈬❷28日㈮、9時50分～17時。
小学生（保護者と参加）、各日80人。
荒天中止。 6月30日（消印有効）
までに希望日、保護者と子どもの氏
名・学年も記入し往復ハガキで〒210-
8577総務企画局危機管理室☎200-
2894、 200-3972。[抽選]
夏休み能楽体験・鑑賞教室

　
　講師・鵜澤久氏(能楽師)他。川崎
能楽堂で。100人。2,500円。29
日㈯の鑑賞のみの参加も可(2,000
円)。 7月7日(必着)までに足袋
のサイズと28日の希望時間も記入
しハガキか、区役所などで配布中
の申込書をFAXで〒210-0007川崎
区駅前本町12-1市文化財団☎222-
8821、 222-8817。[抽選]

アプリで市民生活をサポート！ かわさきアプリ 検索

かわさきスポーツパートナー

アルゴ・プロジェクト特集
1990年代傑作選
　個性豊かな俳優
陣と新進気鋭の監
督による1990年代
の日本映画9作品を上映。6月3日～7
月1日の土・日曜、11時半～、14時半
～。当日先着各日270人。一般600
円、65歳以上と高校・大学生500円、
小・中学生400円。

広報テレビ番組

総務企画局シティプロモーション推
進室☎200-3605、 200-3915

川崎フロンターレ（サッカー）
Ｊリーグ（等々力陸上競技場）
6月17日㈯19時～…サンフレッチェ
広島戦
7 月1 日㈯19 時～…ヴィッセル神戸戦
5 日㈬19 時～…浦和レッズ戦
富士通フロンティアーズ（アメフット）
パールボウル決勝
（東京ドーム=水道橋駅東口徒歩2分）
6月19日㈪19時～…対戦相手未定。
※途中敗退すると出場しません
前売り券はコンビニなどで販売
市民文化局市民スポーツ室☎200-

2257、 200-3599

「日の壁」制作中の岡本と丹下1956年

「櫻の園」

川崎フロンターレ（サッカー）市制記念試合市民招待
　市制記念試合「川崎フロンターレ対ジュビロ磐田」戦に招待します。７
月29日㈯19時試合開始。等々力陸上競技場で。市内在住の1,000組2,000
人。座席はホームA自由。雨天決行。 6月16日（消印有効）までに往復
ハガキで〒210-8577市民文化局市民ス
ポーツ室☎200-2245、 200-3599。[抽
選]。※中学生以下は保護者と来場。席不要
の就学前の子どもは無料で観戦できます。

７月 27日㈭
13時～ 15時

能の歴史や魅力に
ついての話

28日㈮
9時半～、13時～

仕舞、謡、笛、鼓
などの実技体験

　29日㈯
13時半開演 能「小

こ か じ

鍛冶」の鑑賞

　　　
■6月17日「９０周年だよ！南武線特集！」
　開業９０周年を迎えた南武線の魅力
を紹介します。
■6月24日「かわさきスポーツパート　
ナー特集！」
■7月 1日 「みんなで祝おう！川崎市制
記念！」

tvk（地デジ3ch）
毎週土曜9：00～9：15

オススメ！

©KAWASAKI FRONTALE

　人口150万人突破を記念し、市ロゴマークのビッグフラッグをつくり、市
制記念試合で披露します。顔が大きく写った、正面向きの笑顔の写真を募
集。画質は100～200kB。詳細は市ホームページをご覧ください。 6月
20日までにメールで総務企画局シティプロモーション推進室☎200-2297、
200-3915、 150mannin@city.kawasaki.jp [選考］

ビッグフラッグに笑顔の写真を

市民水泳競技大会参加者

募集します！

MC敦士
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