
かわさきジャズ
２０１７

川崎市長選挙 衆議院総選挙 10月22日（日）
選挙管理委員会選挙課　☎200-3425 200-3951

トップアーティストが
川崎に集う

街に響くジャズの音色
　　　　フリーライブも充実

ＭＵＳＩＣ×ＰＥＯＰＬＥ×ＦＵＴＵＲＥ
～ジャズは橋を架ける～

１１月１０日（金）～１９日（日）

新百合トウェンティワンホール
11月10日(金)19：00　「Jazz Bar 前田憲男トリオ スペシャルゲスト 小林桂」
11日(土)17：00　「Jazz Bar 渡辺香津美 A Night With Strings」

カルッツかわさき
12日(日)16：00　「オルケスタ･デ･ラ･ルス 日本ラテン化計画2017
　　　　　　　　スペシャルゲスト 根本要（スターダスト☆レビュー）」

高津市民館ノクティホール
14日(火)18：30　「洗足学園音楽大学創立50周年記念公演」

ラゾーナ川崎プラザソル
15日(水)19：00　「akiko Elemental Harmony」　
16日(木)19：00　「桑原あい ザ・プロジェクト」
17日(金)14：00　「伊藤君子 ～ひばりを歌う～」

ミューザ川崎シンフォニーホール
17日(金)18：30　「シェネル」
18日(土)16：00　「Nao Yoshioka with Special Guest Eric Roberson」

クラブチッタ
18日(土)・19日(日)17：00
「ジリオラ・チンクェッティ 夢みる想い ～プレミアムリサイタル」

昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ
19日(日)15：00　「本田雅人 スペシャル・アフタヌーン・ライブ」

　※完売の場合はご了承ください

　多彩なプログラムで街全
体がジャズの魅力に包まれ
ます。ジャズに親しむ絶好
の機会。11月19日(日)まで
市内各所で。

投票時間 午前7時～午後8時

日本最大級のジャズフェスティバル、ことしも川崎をジャズ一色に
かわさきジャズ2017実行委員会　☎223-7201 520-0103

　市民文化局市民文化振興室　☎200-3170 200-3248

本田雅人

オルケスタ・デ・ラ・ルス

Nao Yoshioka

シェネル

公演内容やチケット購入、
フリーライブなどの詳細は

川崎市議会議員川崎区補欠選挙 最高裁判所裁判官国民審査

JAZZ JAPAN AWARD 2015
ベスト・ライヴ・パフォーマンス賞受賞

チケット販売中※

開催中
観覧無料

渡辺香津美

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
人口：150万3,690人（前年同月比14,213人増）　世帯数：71万6,470世帯
川崎市のデータ（平成29年10月1日現在）
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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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１１月１０日

かわさきジャズ

かわさきジャズ 検索



　締め切りまでに必要事項も一緒に直接、郵送、FAX、市HPで提出してくだ
さい。※いずれも書式自由。資料は提出先、区役所、市HPなどで公開中。
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名称 提出・問い合わせ

川崎駅北口自由通路開通に伴う散
乱防止及び路上喫煙防止の重点区
域変更（拡大）案

11 月 9 日（消印有効）までに
〒 210-8577 環境局減量推進課
☎ 200-2580 200-3923 または
〒 210-8577 市民文化局地域安全
推進課☎ 200-2284 200-3869

川崎駅北口自由通路開通に伴う客
引き行為等防止の重点区域変更（拡
大）案

11月9日（消印有効）までに
〒 210-8577 市民文化局地域安全
推進課☎ 200-3839 200-3869

国史跡橘
たちばな

樹官
かん

衙
が

遺跡群保存活用計
画（案）

11月9日（消印有効）までに
〒 210-8577 教育委員会文化財課
☎ 200-0403 200-3756

市民意見（パブリックコメント）募集

土砂災害ハザードマップ説明会
　ハザードマップ(防災地図）の見方や
日頃の備えについて説明します。詳
細は市HPをご覧ください。

　各回1時間半程度。 当日先着各
60～120人程度。※川崎区は土砂
災害警戒区域の指定がないため、説
明会は行いません まちづくり局宅
地企画指導課☎200-3035 200-
3089。
住宅相談会
　 ❶11月17日㈮…10時～15時❷
26日㈰…10時～16時。❷はセミナー
（13時半～15時、30人、要申し込み）
と子どもの工作体験も 多摩区役所
1階（セミナーは6階） セミナー参
加は10月25日から電話かFAXで経
済労働局工業振興課☎200-2326
200-3920。[先着順] 
公有水面埋立てに関わる
関係図書の縦覧と意見書の提出
　縦覧… 11月2日まで（土･日曜を
除く） 川崎マリエン業務棟4階、川
崎駅前タワーリバーク20階。意見書
の提出…縦覧期間中に必要事項も記
入し、郵送、FAXで。提出・ 〒210-
8577港湾局港湾管理課☎287-
6024 287-6038。 
ハロウィーン装飾バスの運行と展示
　10月22日～31日にハロウィーンの
装飾をした市バスが川崎駅東口周辺
を運行します。展示は ❶28日㈯12

時～16時❷29日㈰13時～16時 い
ずれも川崎駅東口11番バス乗り場。
詳細は市HPをご覧ください 交通局
管理課☎200-2491 200-3946。
古着類を回収します
　集めた古着類は主に東南アジア諸
国で再利用されます。汚れ･破れがあ
る物、ぬれている物、制服類は回収
できません。 11月10日～18日(12
日を除く)､ 9時半～11時半、13時半
～15時半 各生活環境事業所へ直
接 各生活環境事業所。環境局減量
推進課☎200-2579 200-3923。
井田病院駐車場を有料化します
　12月１日から。受診…3時間まで
200円（以降1時間ごとに100円）。面
会・一般…1時間まで410円（以降30
分ごとに200円）。受診と面会は当日
最大1,000円。詳細はお問い合わせ
ください。 井田病院庶務課☎766-
2188 788-0231。
市民プラザの休館
　11月6日㈪～9日㈭は館内保守点
検のため、プラザ内の全施設を休館
します。10日㈮、11日㈯は体育館・
プールが部分休館します。 市民プ
ラザ☎888-3131 888-3138。
高津図書館の休館
　11月6日～30日は館内外工事と蔵
書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の開催
　市政への苦情を聴きます。予約優
先（前日までに電話で）。 11月10日
㈮、9時～12時、13時～16時 多
摩区役所 市民オンブズマン事務局
☎200-3691 245-8281。

ふれあい子育てヘルパー
　自宅で子どもを有料で預かるヘル

パー。対象・人数…市内在住の20歳
以上で､研修(全2回)に参加できる人。
ふれあい子育てサポートセンター4カ
所で各10人。

　 10月31日9時から電話で各セ
ンター。[先着順] こども未来局企
画課☎200-2848 200-3190。
市職員(医療事務職)
　資格・人数…昭和37年4月2日～
平成4年4月1日生まれで、選考案内
に記載の職務経験を有する人、若干
名。選考日…11月19日㈰。 11
月2日(消印有効)までに、履歴書の上
部余白に選考区分を朱書きし、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。
川崎ワカモノ未来PROJECT参加者

　自分たちの街をより良く変えていく

ための高校生によるプロジェクトの参
加者。第1回でアイデアを出し合い、
30年2月に成果発表をします。 11
月23日㈷10時～18時15分 PASAR 
BASE（中原区上新城2-7-1セシーズ・
イシイ7） 前日までに電話かHP
で川崎ワカモノ未来PROJECT（市
民文化局協働・連携推進課）☎200-
2094 200-3800。［事前申込制］。
※詳細は区役所、図書館などで配布
中のチラシか市HPをご覧ください。
障害者作品展の出展作品
　12月20日㈬～24日㈰にアートガー
デンかわさき(川崎駅東口徒歩3分)で
展示する作品。対象…障害のある人
が過去１年以内に制作した未発表作
品。１部門につき１人１点。部門…絵画、
写真、書、手工芸、俳句・短歌など。
詳細はお問い合わせください。
11月1日～24日(必着)に申込書を郵
送で〒210-0834川崎区大島1-8-6市
障害者社会参加推進センター☎246-
6941 246-6943。※申込書は区
役所などで配布中。同センターHPか
らもダウンロードできます。

孫育て最前線！ソフリエ認定講座
　祖父向けの孫育て講座。子ども関
連施設の訪問や孫と一緒に参加できる
回もあります。 11月5日㈰、29日㈬、
12月3日㈰、17日㈰、10時～12時（17
日のみ12時半～15時）、全4回 すく
らむ21 孫がいるか、これから孫育て
をする男性、10人 10月25日9時
から直接、電話、FAX、HPで、すくら
む21☎813-0808 813-0864。［先
着順］
市民公開講座･健康相談
　皮膚の健康についての講演と相
談。講演「皮フのカビ・爪水虫」講師･

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

● 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。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　
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

給与支払報告書用紙、
年末調整関係書類の送付と説明会

　平成30年度(平
成29年分)給与支
払報告書用紙と所
得税年末調整関係
書類を、10月下旬
に給与支払者に送
付します。説明会
は右表の通り。
　 川崎南税務署(川崎区･幸区)☎222-7531、川崎北税務署(中原･高
津･宮前区)☎852-3221、川崎西税務署(多摩･麻生区)☎965-4911。い
ずれも説明会と源泉所得税関係について＝源泉所得税担当、用紙請求
と法定調書関係について＝管理運営部門。給与支払報告書について＝
かわさき市税事務所法人課税課☎200-2209 200-3908。

開催日 会場 時間 管轄
11月9日㈭ サンピアン

かわさき
13時半～16時 川崎南

税務署10日㈮ 9時半～12時
13時半～16時

11月6日㈪ 高津市民館
13時半～16時 川崎北

税務署7日㈫ 中原市民館
14日㈫ 宮前市民館

10月30日㈪ 麻生市民館 13時半～16時 川崎西
税務署11月2日㈭ 多摩市民館

開催日時 場所
11月11日㈯9時～ 生田中学校（多摩区）
　　21日㈫10時～ 向丘出張所（宮前区）
　　25日㈯15時～ 麻生区役所（麻生区）
　　27日㈪19時～ 日吉出張所（幸区）
　　29日㈬19時～ 井田小学校（中原区）
12月9日㈯10時～ 高津区役所（高津区）

センター名
(住んでいる区 )

１回目の
研修日時

あいいく(川崎・幸)
☎222-7555

11月7日㈫
9時半～13時

タック (中原 )
☎948-8915

11月7日㈫
13時10分～17時

たまご (高津・宮前 )
☎ 811-5761

11月6日㈪
13時15分～17時

宙
そら

( 多摩・麻生 )
☎944-8866

11月10日㈮
9時半～13時

１回目の研修会場は各センターへお
問い合わせください。2回目の研修
は全員、11月16 日㈭ 9 時20分～
17時に多摩区役所で行います
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清佳浩氏(帝京大学医学部付属溝口
病院皮膚科常任客員教授)。 11月
5日㈰10時半～11時半 川崎日航ホ
テル（川崎駅東口徒歩1分） 100人

11月1日（必着）までに職業も記入
しハガキか応募用紙をFAXで〒210-
0846川崎区小田1-9-23望月皮膚
科医院☎ 355-2316。[抽選]
健康福祉局保健医療政策室☎200-
3740 200-3934。※応募用紙は
区役所、市民館などで配布中。
井田病院市民公開講座
「正しく知ろうインフルエンザ対策」
　 11月8日㈬14時～15時（開場13
時半） 井田病院2階会議室 当日
先着80人 井田病院地域医療部☎
766-2188 788-0231。
高津高等学校開放講座
「川崎文学散歩」
　地域ゆかりの碑と作家についての
講義と街歩き。 11月11日、18日
の土曜、13時～15時半、全2回
11日は市立川崎高等学校、18日は
高津高等学校 市内在住・在勤、15
人 1,000円 11月1日（必着）ま
でに往復ハガキで〒213-0011高津
区久本3-11-1高津高等学校定時制☎
811-2555（平日14時～17時） 812-
7030。[抽選]
ひとり親家庭向け講座
養育費はもらっていますか
　養育費の決め方などについての講
座。 11月11日㈯13時半～15時
母子・父子福祉センター ひとり親家
庭の父母、寡婦、養育者、10人（離
婚を考えている人も参加可）。保育
あり（1歳～小学2年生、10人、要予
約） 10月25日9時から直接か電
話で母子・父子福祉センター☎733-
1166 733-8934。［先着順］
救命講習会
❶上級救命講習会… 11月11日
㈯9時～18時 幸消防署 30人
1,000円。
❷普通救命講習Ⅲ… 11月26日㈰
9時～12時 中原消防署 30人
800円。
　 ❶は10月30日❷は11月13
日、いずれも9時から電話で市消防
防災指導公社☎366-2475 272-
6699。[先着順]
密集市街地の減災講座
　不燃化重点対策地区内（❶幸町❷
小田周辺）の住民が対象。地震被害を
軽減するまちづくりへの理解を深めま
す。講師・加藤孝明氏（東京大学准教
授） 11月12日㈰、❶10時～12時
❷14時半～16時半（開場各15分前）
❶は南河原小学校体育館❷は東小

田小学校体育館 当日先着各100人
まちづくり局防災まちづくり推進課

☎200-2731 200-3967。
子育て「心のケアネット」公開講座
　テーマ「子どものこころの発達と親
子の関わり」講師・久保田まり氏（東洋
英和女学院大学教授）。 11月14

日㈫9時50分～12時 高津市民館
50人 11月3日（消印有効）まで

に往復ハガキ、FAX、HPで〒210-
0011川崎区富士見2-1-3教育文化会
館4階川崎市地域女性連絡協議会☎
221-7022 221-7028。［抽 選］
教育委員会生涯学習推進課☎200-
3304 200-3950。
CC川崎エコ会議シンポジウム
　スマートライフスタイル大賞表彰式
や受賞者の取り組み事例発表。宇宙
航空研究開発機構（JAXA）職員によ
る講演も。 11月14日㈫13時半～
16時 市役所第4庁舎 11月1日
からFAXかメールで環境局地球環境
推進室☎200-3871 200-3921
30tisui@city.kawasaki.jp ［先着順］
都市計画マスタープラン多摩・麻生区
構想改定に向けたフォーラム
　饗庭伸氏（首都大学東京教授）による
講演や両区で開催したワークショップ
の成果発表を通して、まちづくりに関
する理解を深めます。 11月19日㈰
10時～12時半 多摩区役所 50人

10月25日から電話、FAX、メー
ルで、まちづくり局都市計画課☎200-
2720 200-3969 50tosike@
city.kawasaki.jp [先着順］
子どもをトラブルから守る！安心・
安全なスマホ・インターネット教室
　スマホなどのインターネット利用のト
ラブル・対処法について、保護者など
を対象にした講演会。 11月20日㈪
13時半～16時20分 てくのかわさ
き 40人 10月25日8時から電話
でサンキューコールかわさき☎200-
3939。［先着順］ 消費者行政セン
ター☎200-3864 244-6099。
地域包括ケアシステム講演会
　市民、町内会・自治会、地域団体、
事業者、行政などが協力・連携して
行う「地域づくり」がテーマ。 11月
22日㈬14時～16時 医師会館（中
原区小杉町3-26-7） 160人
10月25日からFAXかメールで健康
福祉局地域包括ケア推進室☎200-
0479 200-3926 40keasui@
city.kawasaki.jp  [先着順]
おやこ花育教室
　クリスマスリース作り、せり体験。
11月25日㈯、❶9時～11時半❷

13時～15時半 北部市場 小学生
と保護者、各30組60人程度 小学
生1人につき1,000円 11月10日
（必着）までに申込書を直接、郵送、
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。
COOL CHOICE
かわさきセミナー
　省エネ対策と再生可能エネルギーの
活用が企業活動に与える影響を、事
例を交え紹介します。 11月29日㈬
15時～16時半 川崎フロンティアビ

ル（川崎駅東口徒歩2分） 40人
10月25日からHPで市地球温暖化防
止活動推進センター☎813-1313
330-0319。 ［先着順］。※詳細は同
センターHPをご覧ください。
災害時看護支援ボランティア
ナース養成講座
　避難所などでの医療救護や相談支
援に協力する「災害時看護支援」につ
いて学びます。 11月30日㈭10時
～16時 母子・父子福祉センター
看護職資格がある人、30人 10
月25日9時から電話、FAX、メール
で市看護協会☎711-3995 711-
5103 mail1@kawa-kango.jp ［先
着順］
シニア講演会「地域で最期まで
安らかに生きるために」
　中澤まゆみ氏(ノンフィクションライ
ター )による講演。 12月1日㈮14
時～16時 生涯学習プラザ 140
人 11月8日(消印有効)までに往
復ハガキかHPで〒211-0064中原区
今井南町28-41市生涯学習財団☎
733-6626 733-6697。[抽選]
子どもの「働く」を考える
家族セミナー
　 12月2日㈯13時半～16時半
麻生市民館 自立や就職に悩みを抱
える未就労の子ども(15～39歳)の家
族、30人程度 10月26日11時
から電話でコネクションズかわさき☎
850-2517(水･日曜と祝日を除く11
時～18時) 811-1850。［先着順］
市民公開講座
「乳がん検診・治療の今」
　画像検査や最新治療についての話
と、乳房模型を使用した視触診体験
など。 12月2日㈯14時～16時半
医師会館（中原区小杉町3-26-7）

100人 10月26日9時半から電話、
FAX、メールで市病院協会☎711-
9344 711-9346 koukai@kha.
or.jp [先着順] 
消費者市民社会フォーラム
　尾木ママこと尾木直樹氏(教育評論
家）＝写真＝の講演やパネルディスカッ
ションを通して消費が環境や社会に与
える影響について考えます。 12月

4日㈪13時半～16時40分（11時半か
ら整理券配布、開
場12時半） 高津市
民館大ホール 当
日先着500人 消
費者行政センター☎
200-3864 244-
6099。
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こどもゆめ横丁
　子どもたちによる手作りの店で、雑
貨や食べ物を販売します。 11月5
日㈰11時～15時。荒天中止 子
ども夢パーク☎811-2001 850-
2059。
平和館企画展
「写真・造形展 ことばを超えて」
　平和を脅かす要素を視覚で「感じ
る」写真・造形展。12月9日㈯は映画
「イラク チグリスに浮かぶ平和」の上
映と監督による講演も。 11月11
日～12月10日(月曜と11月21日を除
く)、9時～17時 平和館☎433-
0171 433-0232。
緑化センターまつり
　飲食・物販、朝採り野菜市、各種体
験コーナーなど。 11月11日㈯10
時～15時。雨天翌日 緑化セン
ター☎911-2177 922-5599。
明治大学黒川農場収穫祭
　農場内の畑で収穫体験、農産物
の販売、ハーブカフェなど。 11月
11日㈯11時～16時。荒天中止
明治大学黒川農場（黒川駅南口徒

歩25分。無料送迎バスあり）☎980-
5300 都市農業振興センター☎
860-2461 860-2464。
ウインターギャザリング＆
留学生との交流会
　留学生による発表、音楽、変面、ジャ
グリングなどのステージ、世界のお茶
とお菓子コーナーなど。 11月11日㈯、
11時半～12時半、13時半～16時半
国際交流センター 50人 10月

25日9時半から直接、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]

「かわさき市政だより」１日号は、町内会・自治会などによる配布の他、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

11月3日㈷～5日㈰10時～16時半　荒天中止

かわさき市民祭り

　毎年多くの来場者でにぎ
わう、市内最大級のお祭り。
ダンス・太鼓などのステー
ジ、模擬店、全国の名物が
集まったふるさと物産展、
子どもに人気のゲームやス
ポーツコーナーなど、イベ
ント満載の3日間です。

富士見公園一帯
かわさき市民祭り実行委員会(経済労働局観光プロモーション推進

課)☎200-2308 245-8202



　さまざまな分野で頑張っている川崎の「星」たちを紹介します。
総務企画局シティプロモーション推進室☎200-2287 200-3915

vol.17

県立川崎高
等学校

養蜂部

　部員12人で約5万匹のミツバチを飼育。和菓子店とコラボした蜂蜜
入りどら焼きを文化祭などで販売、採蜜体験会など地域に密着した取り
組みを行っています。

部長　　高
たかなし

梨 龍
りゅうき

喜 さん 2年

　市内唯一の養蜂部として、定期的にハチや蜜の状態を確認・記
録する地道な活動を続けています。寒さに弱くデリケートなミツバ
チですが、巣箱の保温などを行ってハチが冬を越せるように工夫。
「養蜂部は命を預かる部活。入部して命の重みを実感しました」と
真剣な表情の高梨さん。
　採取した蜂蜜を地元の和菓子店とのコラボでどら焼きにしたり、
イベントで市民に蜂蜜の試食をしてもらったりと、学校だけでなく
地域活動も盛んな養蜂部。「どら焼きや蜂蜜を食べた人がおいし
いと言ってくれることが何よりうれしい」と語る高梨さん。川崎区で蜂蜜が採れることを
多くの人に知ってもらい、ミツバチがすみやすい花いっぱいの川崎にしたい、と熱意を
込めて話してくれました。

期間限定のコラボ
どら焼き２週に１度の採

蜜作業は喜び
もひとしお

防護服に身を包み、ハチ
の状態をこまめにチェック

※イラストは養蜂部
生徒による

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

めぐみちゃんと家族のメッセージ
～写真展
　拉致被害者・横田めぐみさんと家族
の写真などを展示。 11月10日㈮～
12日㈰、10時～21時（12日は19時
まで） グランツリー武蔵小杉2階（武
蔵小杉駅徒歩4分） 市民文化局人
権・男女共同参画室☎200-2688
200-3914。
南部市場食鮮まつり
　マグロ解体実演販売、模擬せり、野
菜・果物・水産物･花などの即売会。ス
テージや大道芸も。 11月12日㈰8
時～13時。荒天中止 南部市場
川崎市場管理☎223-7140 223-
7142。

森とせせらぎ祭り
　地元の人と児童・生徒の演奏やダ
ンス、展示、出店など。 11月12日
㈰9時半～15時 橘公園、せせら
ぎ遊歩道（雨天時は子母口小学校体
育館） 森とせせらぎ祭り実行委員
会（田辺）☎ 766-0550（平日9時～
17時）。建設緑政局みどりの協働推
進課☎200-2365 200-7703。
九ちゃんの歌とともに振り返る
川崎のあのころ
　川崎出身の歌手・坂本九さんが活躍
した高度成長期の市政ニュース映画
を、解説付きで上映。併せて九さん
の次女・舞坂ゆき子さんのミニライブ
も。 11月13日 ㈪14時15分 ～15
時45分 すくらむ21 300人
10月25日から電話か、人数（5人まで）
とFAX番号も記入しFAXで市民文化
局市民文化振興室☎200-2433

200-3248。［先着順］
介護いきいきフェア
　藤田弓子氏（女優）の講演、ものわ
すれチェック、介護食や福祉用具の展
示、相談コーナーなど。 11月16日㈭
10時半～16時 高津市民館 講演
（14時から）のみ当日先着600人
高齢社会福祉総合センター☎976-
9001 976-9000。
川崎マリエン
ニュースポーツ体験セミナー
　ラダーゲッター、スカットボール、
公式ワナゲを体験できます。 11月
19日㈰10時～16時 川崎マリエン
50人 11月13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］
ごみゼロカフェ～バスツアー
　小型家電リサイクル工場や浮島処理
センターなどを見学し、かわさきエコ
暮らし未来館でワークショップに参加し
ます。 11月21日㈫10時～16時。荒
天中止 川崎駅西口で集合・解散
30人 10月25日から申込書をFAX
か市HPで環境局減量推進課☎200-
2605 200-3923。［先着順］。※申込
書は10月25日から区役所などで配布。
多摩川渡し場サミット
　　11月23日㈷。
◎まち歩き…二子の渡し場跡など渡し
場ゆかりの場所を巡ります。10時半～
12時。荒天中止。 二子新地駅東口
に集合、大山街道ふるさと館で解散
小学生以上、30人 500円 11月
14日（必着）までに全員の必要事項を
記入し往復ハガキかFAXで。［抽選］
◎サミット…講演、渡し場復活に関わる
団体の活動発表など。13時～16時半
（開場12時半）。 大山街道ふるさ
と館イベントホール 当日先着60人。

　 〒210-8577建設緑政局多摩
川施策推進課☎200-2268 200-
3979。
親子でふれあい歌遊び＆
パネルシアター
　体でリズムを感じる音楽遊びを交
えたクリスマス音楽会。 12月10日
㈰、10時～11時半、13時半～15
時 和光大学 3～6歳の子どもと
保護者、各30組 子ども1人700円

11月5日から希望時間、全員の
氏名と年齢も記入しFAXかメールで
和光大学企画係大学開放フォーラム
☎988-1433 988-1594 open
@wako.ac.jp ［先着順］ 教育委員
会生涯学習推進課☎200-3304
200-3950。
市定期能
 12月9日㈯。１部…13時から。
狂言「福

ふく

の神
かみ

」、能「百
ひゃくまん

萬」。2部…15
時半から。狂言「茶

ちゃつぼ

壷」、能「賀
か も

茂」
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川崎能楽堂 各148人 各4,000円
（25歳以下3,000円） 11月1日9
時から直接、川崎能楽堂。［先着順］。
※残席がある
場合のみ同日
12時から電話
かHPでも受け
付け☎2 2 2 -
7995 市 文
化財団☎222-
8821 222-
8817。

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）

11月20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読みたい記事などの意見
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
※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

読者アンケート 図書カード（1,000円券）を
５人に進呈（抽選）

文化賞（文化活動）

小
お ぐ ら

倉 美
み え こ

惠子さん
文筆家・映画プロデューサー

文化賞（文化活動）

市
し り つ

立坂
さ か ど

戸小
しょうがっこう

学校合
がっしょうだん

唱団
小学校の合唱団

社会功労賞（保健衛生）

髙
た か の

野 繁
しげる

さん
眼科医

アゼリア輝賞（芸術）

桑
くわばら

原 あいさん
ジャズピアニスト

アゼリア輝賞（芸術）

新
あ ら い

井 卓
たかし

さん
写真家

スポーツ賞（実践）

川
かわしま

島 哲
て つ お

男さん
川崎野球協会理事長

文化賞などの受賞者決まる
　市は、文化・芸術、地域社会、福祉などの分野で功績のあった個人・団体に、
文化賞などを贈呈しています。今回は5個人と1団体の受賞が決定しました。

受賞者のプロフィールなどは市ＨＰをご覧ください。
市民文化局市民文化振興室☎ 200-2029 200-3248

「百萬」　撮影：吉越研
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