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川崎工場夜景

　「夜景」という響きには、なんとなく惹かれるものがあります。
　光り輝く市街地や港の船の明かりなど、夜景にはさまざまな
情景があります。また、夜景をテーマにした楽曲も数多くあり、
それだけ夜景には人の心を支え、惹き付ける魅力があるのだと
思います。
　「工場夜景」のある川崎臨海部は、重化学工業を中心に日本
の高度経済成長を支えてきました。現在も、臨海部を中心に
製造品出荷額等は約４兆５千億円という産業が営まれています。

　観光とは「地域の光を観る」とよくいわれます。まさに川崎と
共にある臨海部の産業の姿は、工場から放たれる明かりを通じ
て、地域の光を観ることにつながります。
　今、注目されている産業観光。川崎工場夜景ツアーは、全
国からお客様が訪れるなど、人気を博しています。「工場夜景」
の川崎市として、国内ではトップランナーといえます。これから
も「川崎を魅せる観光」のひとつとして育みたいと思います。

全国から注目される川崎工場夜景

特 集

東亜石油(株)京浜製油所(川崎区水江町)

ⒸHidemichi Aoki(THE FACTORY STYLE)

川崎市長
福田 紀彦



❶川崎工場夜景屋形船クルーズ　ペア1組　
　（提供）長八海運　
❷川崎工場夜景カレンダー
　「ＴＨＥ ＦＡＣＴＯＲＹ ＳＴＹＬＥ ２０１８」
　壁掛け版 5人　（提供）マーベリック　
❸図書カード（1,000円券）5人 

8月31日（必着）までに、①読んだ号（「８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読みたい記事などの意見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

場所　根本造船所(川崎区小島町9-1、小島新田駅徒歩５分)に集合(各出発15
　　　分前)、解散
定員　各日各コース100人(中学生以下は保護者同伴、最少催行人数20人) 
主催　フロンティア
※各コースガイドあり。荒天中止。駐車場なし。詳細は区役所などで配布中の
チラシか旅プラスワンＨＰをご覧ください

8月15日10時から電話かＨＰで旅プラスワン☎03-6866-9608(平日・
土曜10時～18時)。[先着順]

★川崎工場夜景屋形船クルーズ
料金　大人4,000円　小学生3,000円、川崎駅発着
運航日　毎月第２・４土曜(6～9月は毎週土曜運航)

旅プラスワン☎03-6866-9608(平日・土曜10時～18時)

★川崎工場夜景バスツアー (はとバス)　 
料金　大人6,200円　子供4,500円（10月出発分から大人
6,980円　子供5,480円）、東京駅発着、夕食付き
運行日　毎週土曜

はとバス予約センター☎03-3761-1100(8時～20時 
年中無休)
※掲載内容は8月1日現在のものです。ツアーの詳細は各社ＨＰ
をご覧ください

1 川崎天然ガス発電(株) 川崎天然ガス発電所(川崎区扇町)　 2  ＪＸＴＧエネルギー（株）川
崎製油所(川崎区浮島町)　 3 昭和電工（株）川崎事業所(川崎区扇町)　 ＪＸＴＧエネルギー

（株）川崎製造所(川崎区浮島町)
※掲載した写真は特別な許可を得て撮影しています

工場夜景の人気は
川崎から広がった！？

　平成20年に１日限定で工場内から夜景を鑑賞す
るモニターツアーを実施。大きな反響があり、注目
を集めました。その後、屋形船クルーズやバスツアー
を定期開催したところ、 新聞やテレビなどで大きく
報道され、全国的に工場夜景の人気が広がりました。
　さらに、平成23年には初の全国工場夜景サミット
を川崎で開催。参加した室蘭・川崎・四日市・北九州
の４都市で「４大工場夜景」を共同宣言しました。現
在では、「１０大工場夜景」まで拡大しています。

　日が沈むころ、川崎臨海部は工場群から放たれる無数の光で満ちあふれます。幾多
にも重なり広がる光。それは日本を支える産業の光です。
　工場夜景は、工場群にともされる光が演出する風景です。近年、国内外でその美
しさが注目され、観光資源としてその存在が見直されています。工場夜景スポットを巡
る観光ツアーも行われ、年々人気が高まっている「川崎工場夜景」の魅力を紹介します。
経済労働局観光プロモーション推進課　☎200-2327　 200-3920

写真提供：Hidemichi Aoki(THE FACTORY STYLE)

※写真は工場夜景カレンダー
（2017年版）です

コース名 時間 料金※ペア割引あり

昼の工場景観クルーズ 14：00 ～ 16：00
大人 2,000 円、小学生 1,000 円 
ドリンク１杯付き

サンセットクルーズ 16：30 ～ 18：30
大人 3,000 円、小学生 1,500 円 
ドリンク１杯付き

工場夜景クルーズ 19：00 ～ 21：00
大人 4,000 円、小学生 2,000 円　
ビール・ソフトドリンク飲み放題

読者ア
ンケート＆プレゼント

ツアー参加者からも感動の声が続 ！々

機能的に
　　配置された光に
　　　  感性が揺さぶられる

幻想的な美しさと
　　　迫力を伝える
　　 　　それが私の誇り

　初めて工場夜景を見たときの感動は今でも忘れられません。まるで
SF映画に自分が入り込んだようで、その宇宙観、美しさに思わず息
をのみました。機能的に配置された光や装置が、なぜこれほど人間
の感性を揺さぶるのか。それは工場で働く人たちのエネルギーと思い
が詰まっているからだと思います。
　数ある全国の工場夜景の中でも、川崎は、その奥行き感やエリア
ごとでまったく異なる趣きがあるのが特長だと思います。石油コンビ
ナートや化学工場、発電所などさまざまな業種の個性あふれる日本屈
指のプラントが数多くあり、その迫力は一見の価値があります。工場
夜景には、川崎の新たな魅力が凝縮されています。

　「川崎の魅力を伝えたい」。そんな思いから工場夜景ツアーの
ナビゲーターを務め、ことしで８年目。工場夜景は何度見ても幻
想的な美しさと迫力にドキドキします。ツアーの参加者は全国か
ら訪れ、「川崎には工場夜景がある」というイメージも広がってい
るようです。「来てよかった」「また来たい」と言ってもらえることが
何よりうれしく、市民の一人として工場夜景の魅力を伝えられるこ
とに誇りを感じています。

川崎らしい産業観光　
　　　　 　 それが「工場夜景」

工場夜景ナビゲーターがご案内します

海から見る圧巻の川崎工場クルーズ
祝！人口１５０万人突破記念企画　 9月16日㈯・17日㈰・18日㈷開催

工場夜景写真家
青木 秀道さん

川崎工場夜景ナビゲーター
若井 伸枝さん

1 2

3

INTERVIEW VOICE

TOPICS

INTERVIEW

平松 桃さん(大阪府・写真左)
前 めぐみさん(和歌山県)

及川 純さん
(藤沢市・写真左)
井出 秋奈さん
(川崎市)

田中 直毅さん
(大阪府)

プラントが放つ光に
ワクワクしました

運河に映る光の帯が
印象的です

工場の造形美・機能美
に感動。非日常の

体験ができますよ！

驚きと感動の連続 工場夜景ツアー
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かわさきＰＡＲＡフェス2017夏
Powered by PARA★DO!

日にち　8月19日㈯
開場　17時
花火打ち上げ　19時～ 20時。
荒天中止・順延なし
場所　高津区多摩川河川敷（二子
橋～第三京浜道路）

サンキューコールかわさき
☎200-3939 200-3900
当日の開催の可否はテレドーム
☎0180-99-3932（10時～20時）

　過去の地震の教訓を踏ま
え、首都直下地震などに備え
て、実践的な訓練を行います。
日にち　8月27日㈰
場所　あさおふれあいの広
場、あさおふれあいの丘（い
ずれも柿生駅徒歩10分）
◉あさおふれあいの広場
時間　10時～ 12時
内容　防災関係機関などによる災害応急対策活動訓練（救出救助、災害時
応急医療、ライフライン応急復旧など）
◉あさおふれあいの丘
時間　9時半～12時
内容　誰もが参加できる市民参加型体験訓練（応急救護、初期消火、災害
用トイレ対策など）
※いずれの会場も荒天中止。当日 6時半からテレホンサービスで実施可否を案
内します。 0120-910-174（携帯電話からは☎044-245-8870。通話料有料）

総合防災訓練

日時　8月26日㈯、27日㈰、
10時～17時（開場9時半）
場所　産業振興会館
内容　
26日　予選トーナメント
27日　決勝トーナメント
※ロボット加工技術の見本市
も同時開催

市産業振興財団☎ 548-
4117 548-4110

かわさき
ロボット競技大会

市制記念
多摩川花火大会

夏のイベント特集

防災イベント  楽しい＆役立つ

　市では毎年、防災訓練や防災イベントを実施しています。いつ起こ
るか分からない地震や集中豪雨などに備えて、参加しませんか。
総務企画局危機管理室☎200-2894 200-3972

　楽しみながら防災知識を高
め、災害への備えに役立てら
れるイベントです。
日時　8月23日㈬ 11時 ～
16時。荒天中止
場所　ラゾーナ川崎プラザ
内容　ルーファ広場…防災用
品の展示・紹介、防災マップ
などの配布、市消防音楽隊コ
ンサートなど。平面駐車場西…はしご車体験乗車（当日会場で抽選）、地震
体験車、降雨体験車、消火ホースキット体験など

備えるフェスタ2017
日時　8月20日㈰10時～17時。荒天中止
場所　ラゾーナ川崎プラザ・ルーファ広場
内容
パラスポーツ体験…ブラインドサッカー、デジタル射撃、ボッチャ、パラ陸
上、車椅子バスケットボールの5種目。パラアスリートによる実演も
ライブ＆ダンス…清貴（フジテレビパラスポーツ
応援プロジェクト「PARA★DO!」公式アーティ
スト）のライブや車いすダンスなど
トークショー…ドラマ「君に捧げるエンブレム」の
モデルとなった京谷和幸さん（車椅子バスケット
ボール）と、ドラマに出演した川崎市出身の市原
隼人さん（俳優）＝写真＝のトークなど

市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室
☎200-0529 200-3599

　市で進めている「かわさきパラムーブメント」を知り、親しみ、
楽しめるイベントを開催します。

　約6,500発の花火で夏の夜を彩ります。「世田谷区たまがわ花
火大会」と同時開催。

　ラジコン型ロボットによる異種格闘技戦を観戦できます。全国から約
200チームが参戦。

やって楽しい

パラスポーツ体
験

8.20
[sun]

8.19
[sat]

8.26
[sat]

8.27
[sun]

8.23
[wed]

8.27
[sun]

◀かわさきパラムーブメントを、市民の
皆さんに広く知っていただくため、ロゴ
マークを作成しました。使用については
お問い合わせください

詳しくは

検索かわさきアプリ

夏のイベントは
かわさきイベントアプリで

探そう!

　東京2020オリンピック・パ
ラリンピックをきっかけに、障害
のある人などが生き生きと暮ら
す上で障壁となっている、私た
ちの意識や社会環境のバリアを
取り除き、誰もが暮らしやすい
まちを目指す運動です。
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納期のお知らせ
　市民税・県民税(普通徴収)第2期分
の納期限は8月31日です。 金融機
関､ コンビニなどでお納めください。

市税事務所市民税課､ 市税分室
市民税担当。
臨時福祉給付金の申請

　申請期限は10月17日(消印有効)
です。受給資格のある人は早めに申
請してください。 臨時給付金コー
ルセンター 0120-092-097（携帯
電話からは☎044-540-0544。 通
話料有料） 200-2382。
口
こうくう

腔がん検診
　 11月26日 ㈰9時 ～13時 百
合丘歯科保健センター 市内在住
で30歳 以 上 の50人 9月15日
(必着)までにハガキで〒210-0006
川崎区砂子2-10-10市歯科医師会
☎233-4494 222-3924。[選考] 
不登校児童・生徒、高校中退者などの
ための相談会・進路情報説明会

　フリースクールなどの紹介、進路
情報の提供、個別相談を行います。

9月17日 ㈰12時 半 ～16時 半（受
け付け12時） 高津市民館 県教
育委員会子ども教育支援課☎045-
210-8292 045-210-8937。
就業構造基本調査に協力を

　無作為に選ばれた15歳以上の人
を対象に、10月1日現在の就業・不
就業の状態を調査します。8月末か
ら調査員（身分証を携帯）が伺います
ので、協力をお願いします。インター
ネットでも回答可能です。 結果は、
雇用政策などの基礎資料となります。

総務企画局統計情報課☎200-
2070 200-3799。
麻生図書館柿生分館の休館

　8月16日 ㈬ ～18日 ㈮ は 館 内 特
別 図 書 整 理などのため 休 館しま
す。 麻生図書館柿生分館☎986-
6470 986-6472。

川崎国際多摩川マラソンの
ボランティア

　等々力陸上競技場か多摩川河川敷
マラソンコースなどで、前日準備と当
日の運営(給水、写真撮影など)に当た
ります。前日… 11月18日㈯9時半
～14時 20人。当日… 11月19日
㈰7時～13時 200人。いずれも15
歳以上（中学生を除く） 8月14日か
ら申込書を郵送かFAXで〒210-8577
市民文化局市民スポーツ室☎200-
3245 200-3599。[先着順]。※申

込書は8月1日から区役所、市民館、
スポーツセンターなどで配布。大会
ＨＰからも申し込めます。
スポーツ・文化総合センター
卓球大会出場者

　10月6日㈮に開催する卓球大会の
出場者。詳細は施設ＨＰをご覧くだ
さい。 20歳以上、130人程度
1,000円 8月10日～25日（必着）
に直接か往復ハガキで〒210-0007川
崎区駅前本町12-1スポーツ・文化総合
センター準備室☎201-2051 201-
2053。［抽選］
都市計画マスタープラン
ワークショップ参加者

　多摩区、麻生区構想の改定に向
け、地域の課題などを考えます。多
摩区… 9月9日㈯ 多摩区役所。
麻生区… 9月23日㈷ 麻生区役
所。いずれも14時～17時 対象の
区に在住・在勤・在学の人、各25人程
度。応募者多数の場合は居住地など
により調整 8月18日までに電話
で、まちづくり局都市計画課☎200-
2720 200-3969。
「寺子屋先生」になりませんか
◎先生の募集…子どもの放課後学習
のサポート、体験活動の指導をしま
す。交通費程度の謝礼あり。 電話
かメールで教育委員会生涯学習推進
課 ☎200-3309 88syogai@city.
kawasaki.jp ［選考］
◎養成講座…❶ 9月13日～10月4
日の水曜 麻生市民館。❷ 10月
11日～11月1日の水曜 高津市民
館。❸ 11月8日～29日の水曜 教
育文化会館。いずれも9時半～11時半

（寺子屋の見学は午後）、全4回 原
則全回参加できる各30人 ❶は8月
30日❷は9月27日❸は10月25日まで
に電話、FAX、ＨＰで市生涯学習財団
☎733-6626 733-6697。 [抽選]
　いずれも詳細は問い合わせるか市
ＨＰをご覧ください。 教育委員会生
涯学習推進課☎200-3309 200-
3950。
市民文化大使候補者の推薦

　 次の全てを満たす人。❶市内
在住・在勤か､ 市にゆかりがある❷
文化芸術やスポーツの分野に造詣が
深く､ その分野で活躍している❸市
のイメージを国内外にアピールでき
る。自薦・他薦は問いません。
8月31日(消印有効)までに推薦書を
直接か郵送で〒210-8577市民文化
局市民文化振興室☎200-2029
200-3248。[選考]。※推薦書・チラ
シは8月1日から区役所､ 市民館など
で配布。

　 カラーガード(フラッグ)、吹奏
楽、バトン、ダンス､ いずれかの経験
者､ 若干名。選考…9月30日㈯。市
消防訓練センターで。 9月15日
(消印有効)までに申込書を直接か郵送
で〒216-0011宮前区犬蔵1-10-2市
消防音楽隊☎ 975-0119。[選考]。
※詳細は同センターなどで配布中の
募集案内・申込書か市ＨＰをご覧くだ
さい。

正社員を目指す
若者就業支援事業の参加者

　研修、カウンセリング、求人紹介
を行い、就職活動をサポートします。

1期(8月)･2期(9月)･3期(10月)の
2日間 市内在住か市内の学校を来
春卒業（既卒可）か市内企業に就職希
望の40歳未満の求職者、各20人程
度。申し込みの詳細は市ＨＰの「川崎市・
世田谷区若者就業支援事業」をご覧
ください 経済労働局労働雇用部☎
200-2276 200-3598。
保育所見学バスツアー参加者

　保育の仕事に関心のある人が対象。
保育所の見学や保育体験などをしま
す。申し込みなどの詳細は市ＨＰをご
覧ください。 8月29日㈫、9月７日㈭、
10月28日㈯、8時45分～16時 各
15人 電話か市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］

　自衛官候補生、一般陸曹候補生、
航空学生（パイロット）、防衛大学校・
防衛医科大学校（医学科、看護学科）・
高等工科学校の入学生など。詳細
はお問い合わせください。 防衛省
自衛隊川崎出張所☎244-5449
244-5441。市民文化局地域安全推
進課☎200-2354 200-3869。

かわさき健
けん

幸
こう

福寿プロジェクト
記念講演＆表彰式

　要介護度など
の改善・維持の成
果を出した事業
所の表彰。 要介
護となった夫で
映画監督の故大
島渚氏を支えた
小 山 明 子 氏（女
優）=写 真=の 講
演も。 8月25日㈮14時～16時（開
場13時半） 総合福祉センター（エ
ポックなかはら）ホール。当日会場へ
直接 健康福祉局高齢者事業推進
課 ☎200-2454 200-3926。
聖マリアンナ医科大学公開講座
「高齢化社会と医療」
　高齢者のがん治療、認知症、運動、
栄養療法などを分かりやすく説明し
ます。 9月9日、16日、30日 の 土
曜、13時～15時20分､全3回 聖マ
リアンナ医科大学 300人 2,100
円 8月31日(消印有効)までに性
別も記入し往復ハガキかＨＰで〒216-
8511聖マリアンナ医科大学図書情
報課☎977-8111 977-9835。[抽
選] 教育委員会生涯学習推進課☎
200-3304 200-3950。

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

民間企業等職務経験者

　いずれも詳細は受験案内をご覧ください。受験案内は市 HP「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。 〒210-8577 人事
委員会任用課☎200-3343 222-6449。[ 選考 ]

市職員募集

選考区分 資格 受付期間

技能・業務
昭和53年4月2日以降に生まれ
た人で、大型自動車免許と大型
特殊自動車免許を持っている人

郵送：8月2日～24
日(消印有効）に簡易
書留で

● 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
● 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　
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

選考日…9月24日㈰

試験日…10月15日㈰
試験区分 資格 受付期間

行政事務、社会福
祉、土木、電気、

機械、建築

昭和33年4月2日～63年4月1
日に生まれた人で、民間企業な
どの職務経験が直近7年中5年
以上ある人か、海外での国際貢
献活動経験が直近7年中継続し
て2年以上ある人

電子申請：8月10日
9時～31日17時（受
信有効）

市消防音楽隊カラーガード隊員 自衛官など
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ミューザ川崎シンフォニーホール

モーツァルト・マチネ
　モーツァルトの爽やかな響きにひた
る１時間。ピアノ：小菅優＝写真。 曲
目：ピアノ協奏曲第
12番他。  8月26
日 ㈯11時 開 演
3,500円（全席指定）

直接、電話、HP
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
8月のプラネタリウム
　 一般向け「宇宙
ミステリーツアー」。
土・日曜、祝日、12
時～子ども向け「も
もんがさんとおほしさまじゅーす」、14
時半～子ども向け「ドーナツ星雲をつく
ろう!?」。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
納涼民家園「水であそぼう！」
　8月20日㈰は18時まで開園し、水
遊び、蚊帳・風鈴の展示、民家園の
縁日、民家園五輪ぴっく、子ども向
け展示解説などを開催。50周年を記
念し当日は入園料が50円となる他、
浴衣・甚平着
用の人は入
園無料! 

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）

夏季特別開館を実施中！
　日の長い夏休み期間にゆっくりと
ミュージアムを満喫できるよう、ことし
も夏季特別開館を実施中。8月8日を
除いて9月3日まで毎日開館します。さ

らに通常より
も30分延長し
て18時半まで
開館。

生田緑地内の
博物館

「岡本太郎と遊ぶ」展
　岡本太郎は「『遊び』は真剣な、全人
間的な、つまり命の全てをぶつけての
無償の行為だ」と言っています。岡本
の作品を紹介すると
ともに、さまざまな
体験コーナーで会期
中毎日楽しめます。

10月15日まで
要観覧料。

©Fujiko-Pro

©Marco Borggreve

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

　 9月22日 ㈮ ～24日 ㈰、9時 ～
17時、全3回 JAセレサ川崎中原
支店（武蔵中原駅徒歩2分） 15歳以
上で全回参加できる30人 3,400
円 9月8日(消印有効)までにハ
ガキかFAXで〒210-8577健康福祉
局地域福祉課☎200-2628 200-
3637。[抽選]
かわさきジャズ2017
ジャズアカデミー

　前田憲男(ピアニ
スト）＝写真＝など
を講師に迎え、ジャ
ズの魅力を解説し
ます。 詳細はかわ
さきジャズのHPを
ご覧ください。

9月23日㈷、29日㈮、10月6日㈮、
13日㈮、27日㈮、14時～16時
ミューザ川崎 各120人(5回連続
100人、1回のみ参加20人、 就学
前の子どもは入場不可) 5回5,000
円（１回1,500円） 8月28日(消印
有効)までに5回連続か希望日も記入
しハガキ、FAX、HPで〒212-8557
幸区大宮町1310かわさきジャズ事
務局☎223-7201 520-0103。[抽
選] 市民文化局市民文化振興室☎
200-3170 200-3248。
アメリカンフットボール観戦講座

　アメリカンフットボールのルールや
見どころを学び、解説付きで試合を
観戦します。 9月23日㈷10時～12

時（14時から試合観戦）、30日㈯10
時～12時、全2回 川崎区役所会
議室（試合観戦は富士通スタジアム川
崎） 20人 8月16日9時から電話
で市民文化局市民スポーツ室☎200-
2257 200-3599。［先着順］。※詳
細は問い合わせるか市ＨＰをご覧くだ
さい。
らんま先生のeco実験
パフォーマンスショー

　太陽光などの再生可能エネルギー
の重要性について、実験を交え、子
どもにも分かりやすく説明します。
9月23日㈷13時半～15時 日本科
学未来館ホール（東京都江東区青海
2-3-6） 小学生以上、300人（小学
生は保護者同伴） 8月23日までに申
込書をFAX（要到着確認電話）かメー
ルでJTB法人営業相模原支店☎042-
701-2153 042-701-2161
taiyo@bwt.jtb.jp [抽選] 環境
局地球環境推進室☎200-2514
200-3921。※申込書は市HPからダ
ウンロードできます。
未就業看護職員の復職支援研修

　看護師、保健師、助産師、准看
護師のいずれかの資格があり、現在
就業していない人が対象です。
10月3日㈫、12日㈭、9時半～16時、
全2回 ナーシングセンター 20人

8月15日9時半から電話、FAX、
メールで市看護協会☎711-3995
711-5103 mail１@kawa-kango.
jp ［先着順］

　子どもたちをサポートするための知
識を学びます。詳細は市生涯学習財
団のHPをご覧ください。 10月3日
～31日の火曜、10時～11時半（17
日は9時15分～11時半に住吉小学
校を見学）、全5回 生涯学習プラ
ザ他 全回参加できる30人 8月
17日9時から電話で市生涯学習財団
☎733-6626 733-6697。[先着順]
介護職員初任者研修

　介護の基本的な知識や技術を学び
ます。受講決定者は事前説明会(10
月17日㈫10時～12時､ 高齢社会福
祉総合センターで)に参加必須。
10月24日 ～30年2月23日 の 火 曜
と金曜､ 原則9時～16時40分､ 全
26回 高齢社会福祉総合センター

市内の介護事業所に就労希望か就
労中の人で、全回受講できる40人
50,000円 9月20日(必着。直接
は17時)までに区役所などで配布中の
申込書を直接か郵送で〒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]

順]

ナシ・ブドウ品評会一般観覧と即売
　市内で栽培
されたナシと
ブドウの品評
会後の一般観
覧と即売。前
期の部… 8月18日㈮ セレサモス
宮前店(宮崎台駅北口徒歩6分)。後

期の部… 9月1日㈮ 農業技術支援
センター。いずれも一般観覧は13時
半～14時半、即売は14時半から 農
業技術支援センター☎945-0153
945-6655。
プラチナ音楽祭2017

　 60歳以上で構成される市民音楽団
体による音楽祭。幅広いジャンルの合
奏や合唱を楽しめます。 9月9日㈯
10時～17時 ミューザ川崎シンフォ
ニーホール 市民文化局市民文化振
興室☎200-2030 200-3248。
川崎マリエン
ニュースポーツ体験セミナー

　シャフルボード、バッゴー、ディス
ゲッターを体験できます。 9月10
日㈰10時～16時 川崎マリエン
50人 9月4日（必着）までにハガ
キかメールで〒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]
いのちの電話
チャリティーコンサート

　長谷川きよし（歌手）の歌声を楽し
みます。 10月22日㈰15時 ～17
時 総合福祉センター（エポックなか
はら） 6歳以上、900人 前売り
4,000円、 当 日4,500円 8月1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。

山下清（撮影者：廣澤孝志）

洗濯板で
洗濯体験

かわさきスポーツパートナー

山下清とその仲間たちの作品展
　障害がありながら、美の本能、造形芸
術の才能を発揮し「放浪の天才画家」と
親しまれた山下清。ともに八幡学園(千
葉県市川市)で学んだ仲
間たちの作品も紹介。
9月2日～10月1日 一
般700円、65歳 以 上と
高校・大学生500円。

　Ｘリーグ「富士通フロンティアーズ対
東京ガスクリエイターズ」の試合に市
民を招待します。 9月23日㈷14時
開始。荒天中止 富士通スタジアム川
崎 150組300人 8月31日（消
印有効）までに住所、氏名、電話番号を
記入し往復ハガキで〒210-8577市民
文化局市民スポーツ室☎
200-2257 200-3599。

［抽選］

アメリカンフットボール
市民招待

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18：10～18：25（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

フロンティー

日本赤十字社救急法講習会

特別支援教育ボランティア養成講座


