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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）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



チケットの購入方法
=チームやリーグのHPH P

=チケットぴあ、ローソンチケットなどその他

=一部コンビニコンビニ
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GO！GO！KAWASAKI SPORTS！

　「ルールが分からなくても夢
中になれる」。それがホームゲー
ムの不思議な力。その場にい
た人だけが体感できる、ホー
ムならではの熱気と興奮を味わ
おう。

　１世帯（2人以上の世帯）当たりの年間スポーツ観覧料の支出額
を比較すると、川崎市は広島市に次いで全国2位。スポーツクラ
ブの年間使用料も全国２位となっています。
※「平成29年版川崎市統計データブック」より。総務省「家計調査（平成26〜28年調
査結果の平均）」をもとにした県庁所在地・政令指定都市・東京都区部でのランキング

　市立中学校の部活動で１番人気の運動部
は、ソフトテニス。バスケットボール(2位)や
バドミントン(3位)、サッカー (4位)にも、多
くの生徒が入部しています。
※28年度調査

ホームゲームはこんなに楽しい！

　昨シーズンの１試合平均得点数はリーグでトップ。
圧倒的な攻撃力と惜しみないファンサービスで、話
題沸騰中のバスケットボールクラブです。

川崎ブレイブサンダース

❶B.LEAGUE観戦チケット（２月17日（土）川崎ブレイブサンダース
対レバンガ北海道戦、とどろきアリーナ）　５組10人〈提供：川崎ブレ
イブサンダース〉　❷図書カード（1,000円券）　5人

11月30日（必着）までに、①読んだ号（「11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

読者アンケート＆プレゼント

◀「GO！GO！サンダース！」の
大声援が鳴り響くアリーナ。
MCに合わせて応援しよう

▲試合後は選手とハイタッチ
　（インフルエンザの時期などは
　実施しない日もあり）

▲▶音と光の演出やチアリー
ダーのパフォーマンスなどが、
息つく間もなく会場を盛り上げる

▲試合が進むに連れて
会場のボルテージも最高
潮に。アリーナ席に選手
が飛び込んでくることも

▲「会場で試合を見
たら、絶対感動しま
すよ」とファンの皆さ
ん。推しメンはそれ
ぞれ違っても、応援
する気持ちはひとつ

　川崎市をホームタウンとして活躍する６つのトップチーム「かわさきスポーツパートナー」。B.LEAGUE（B
リーグ）開幕で注目される「川崎ブレイブサンダース」をはじめ、各チームが川崎のスポーツを盛り上げています。
多くの市民をとりこにする、その「強さ」と「楽しさ」から目が離せません。

市民文化局市民スポーツ室 ☎２００-２2５7 200-3599

　試合日程やチケットの詳細は、各チー
ムや所属リーグのHPをご覧ください。

　かわさきスポーツパートナーの
選手たちには、小学校などでの
「ふれあいスポーツ教室」や市民
招待試合、地域のイベントなどで
も出会えるチャンスがあります。

ホーム会場
●とどろきアリーナ
武蔵小杉駅北口からバス「とどろきアリーナ前」
◆等々力陸上競技場　
武蔵小杉駅北口からバス「市営等々力グランド入口」
★富士通スタジアム川崎
川崎駅東口からバス「教育文化会館前」

※試合スケジュールは勝敗状況などにより変更に
なる場合があります
※右記以外にも観戦可能な試合があります

さぁ、熱戦の舞台へ
チャンスは他にも

◀▲販売ブースを見
て回るのも楽しい

◀マスコットキャ
ラクターのブレイ
ビーと記念撮影も

近年は常に上位争い。地域
貢献度も6年連続リーグNo.1

川崎フロンターレ
（サッカー）

６度目のVリーグ制覇を達成

NECレッドロケッツ
（バレーボール）

都市対抗野球大会で７回優
勝。プロ選手も多数輩出

東芝ブレイブアレウス
（野球）

2017年1月、日本選手権
で2度目の日本一に

富士通フロンティアーズ
（アメリカンフットボール）

過去４回のタイトルを獲得

富士通レッドウェーブ
（バスケットボール）

B.LEAGUE at とどろきアリーナ

かわさきスポーツパートナーを応援しよう

川崎市民は
スポーツ好き!?

GO!GO!サンダース！

いま中学生に
人気のスポーツは?

準優勝
B.LEAGUE

2016-17シーズン

KAWASAKI SPORTS TRIVIA

MORE...

PICK UP TEAM

ⓒKAWASAKI FRONTALE ⓒJVL承認NECW-2016-010 ⓒアフロスポーツ ⓒNANO Association ⓒNANO Association

バスケは選手と観客との距離
が近いスポーツ。選手の声や
体がぶつかる音、シューズが
こすれる音もよく分かる。 初
めて観戦する人こそ、コート
に近い席で、その迫力を感じ
てほしい。演出もカッコイイの
で、ショーを見るような気持ち
で、とどろきアリーナへ！

初めて観戦するときは
まずは日程をチェック
クラブ公式HPで試合日時を確認1

スマホやコンビニなどで
前売りチケットを購入
試合によっては会場で当日券が買える場合も。
前売り価格は一般2,500円〜、高校生1,500円〜、
小・中学生1,000円〜、アリーナ１Ｆ席4,000円〜

2

試合開始の１時間前には会場へ
チームグッズを買ったり、イベントやグルメを楽し
んだりして試合に備えよう

3

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

かわさきスポーツパートナーは強豪ぞろい

篠山選手からメッセージ

PICK UP TEAM

J1リーグ所属 日本野球連盟所属 Xリーグ所属 Wリーグ所属V・プレミアリーグ所属

#22　
ニック・ファジーカス選手
NICK FAZEKAS

Bリーグ初代年間最優秀選手賞
（MVP）・得点王・ベスト5を受賞

#7　
篠山 竜青選手
RYUSEI SHINOYAMA

キャプテンとしてチー
ムをけん引。8月のア
ジアカップ日本代表

#14　
辻 直人選手
NAOTO TSUJI

川崎不動のエース。
攻撃時のパフォーマ
ンスに注目

3位

2016
シーズン

5 位

2016/2017
シーズン

1位

2016
秋季リーグ

3 位

2017
都市対抗

1位

2016/2017
シーズン

年間
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　人口150万人を突破したことを記念して、
川崎駅東口が花々で彩られます。「150 万人都
市川崎」や川崎市ブランドメッセージ「Colors, 
Future！いろいろって、未来。」などをテーマ
にした約 60 作品が展示されます。
　あらためて川崎に思いを巡らす機会として
見に行ってみませんか。
日時　11月18 日㈯ 11時～20 時
　　　　　  19日㈰ 10時～17 時
場所　川崎地下街アゼリア サンライト広場

花展

　横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから、11
月で 40 年がたちます。拉致は、国連でも重大な人
権侵害とされている問題です。市では、市民の皆
さんに拉致問題について理解を深め、関心を持ち続
けてもらうための取り組みを進めています。

拉致問題の一日も早い解決は、
市民の願いです

人権や人権相談など
について詳細は

　ボランティアの皆さんによるパンジーなど
を使った直径約4 ｍの記念マークが川崎の玄
関口を飾ります。
日時　11月19 日㈰から
場所　川崎駅東口「アースキャンドル」隣

川崎駅東口花壇
「150万人都市記念マーク」
を花で表現

　市では、18,834人（29 年４月１日現在）の職員が市民生活に関わるさまざまな分
野で働いています。市職員の給与などの状況をお知らせします。

市職員の給与などの状況

総務企画局労務課☎200-2131 200-3754
総務企画局シティプロモーション推進室

☎200-2252 200-3915

　職員の給与、勤務条件、福利厚
生など広範にわたる「人事行政の運
営などの状況（28年度）について」
は、11月30日から区役所や市HP
などで閲覧できます。

◆ 人事行政の公表 ◆

平均給与月額と平均年齢

※「平均給与月額」とは給料に諸手当を加えたものの平均月額です

区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 320,922 円 453,163 円 40 歳 9 月
技能労務職 332,101 円 431,195 円 50 歳 3 月

※地域手当を含みます

初任給（一般行政職、月額）
区分 市 国

大学卒 204,392 円 211,932 円
高校卒 165,068 円 169,476 円

29年4月1日現在

29年4月1日現在

扶養手当 配偶者 ･････････15,300 円　他の扶養親族 ･･･ 6,800 円
地域手当 給料月額・扶養手当・管理職手当の 16%
住居手当 借家 ･･･････････16,500 円
通勤手当 運賃等相当額 55,000 円（月額）まで全額
他の手当 管理職手当・初任給調整手当・時間外勤務手当・特殊勤務手当・宿日直手当など
期末・勤勉手当 年 2 回に分けて支給される一時金（ボーナス）
退職手当 退職時に支給される一時金（退職金）

◆ 手当 ◆

◆ 給与 ◆

❶市人事委員会が毎年、市内民間企業の給与を調査
し、市職員の給与と比較します
❷調査結果を基に市長と市議会に勧告を行います
❸勧告を踏まえて、市長は、市職員の給与水準を民間
に準じさせるとともに、国や他の地方公共団体との均
衡を考慮した条例の見直し案を市議会に提出します
❹市議会の議決を経て条例で給与が定められます

◆ 給与決定の仕組み ◆

あなたは、あなたのままでいい

人権を尊重し、共に生きる社会を目指して

人権について

考えてみよう

市民文化局人権・男女共同参画室☎200-2316 200-3914
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　性別に関わりなく、誰もが個性や能力を発揮できる男女
共同参画社会を目指します。
言い訳にしない「好きだから」～ストップ デートDV ～
　「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日～
25 日）に合わせて、川崎市を含む九都県市で、キャッチ
フレーズを活用して交際相手からの暴力（デートDV）未
然防止に向けて取り組みます。

　「安心して生きる権利」「ありのままの自分でいる権利」
「自分を守り、守られる権利」など、子どもが一人の人間
として大切にされ、自分らしく生きられるように、市では

「川崎市子どもの権利に関する条例」に基づいて、子ども
の権利を守る取り組みを進めています。

こども未来局青少年支援室☎200-2344 200-3931

男女平等

子どもの権利

外
が い こ く じ ん

国人の人
じ ん け ん

権

川崎市 平和 人権 検索

　えぐさゆうこさんによる絵本読み聞かせ、人権
ポスター・作文の展示、中学生作文コンテストの
表彰、性的マイノリティなどの相談窓口案内など。
日時　11 月 19 日㈰ 13 時～ 16 時
場所　川崎地下街アゼリア 東広場

人権フェア
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国籍、障害、性別、性の在り方、年齢…
一人ひとりの立場や状況を尊重しましょう

次の100年へ  思いを花に託して
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国民健康保険料納付済額の
お知らせ

　平成29年中に納付した国民健康保
険料の納付済額のお知らせを11月上
旬に発送します。納付済額は年末調
整や確定申告の際に社会保険料控除
の対象となります。 区役所保険年
金課、支所区民センター保険年金係。
国民健康保険加入者の
医療費の減免制度

　災害や失業など特別の理由で病院
などへの支払いが困難になったとき
は、医療費の減免制度があります。収
入などの基準があり、事前申請が必
要です。詳細はお問い合わせください。

区役所保険年金課、支所区民セン
ター保険年金係。
国民健康保険加入者に
温泉施設の割引利用券を配布

　有馬療養温泉旅館(宮前区)の割引
利用券を配布しています。被保険者
証を提示して受け取ってください。※
後期高齢者医療制度加入者と国民
健康保険組合加入者は対象外。満
65歳以上の人は施設での割引制度
あり。配布場所･ 区役所保険年金
課、支所区民センター保険年金係。
児童虐待、児童・青少年電話相談
◎児童虐待防止センター…児童虐
待の通 報を受け相 談に乗ります。
70120-874-124(24時間受け付け)。
◎児童・青少年電話相談…いじめや
困り事などさまざまな相談に乗りま
す。☎542-1567(年末年始を除く平
日9時～20時）。
　 こども未来局児童家庭支援･
虐 待 対 策 室 ☎200-0132 200-
3638。
羽田空港機能強化に関する
オープンハウス型説明会

　羽田空港の国際線増便(機能強化)
についての説明会。自由に参加し、
説明を受けられます。 11月15日㈬
14時～19時 大師支所2階第1･2
会議室 まちづくり局交通政策室☎
200-2717 200-3970。※詳細は
国土交通省HP「羽田空港のこれから」
か市HPをご覧ください。
NPO法人設立事務説明会

　制度の概要や設立手続きについて
の説 明 会。 ❶11月22日㈬14時
～16時❷2月9日 ㈮18時 半 ～20時
半 ❶は多摩区役所❷は、かわさ
き市民活動センター 1団体2人ま
で 直接、電話、FAX(希望日と
人数も記入)、市HPで市民文化局市
民活動推進課☎200-2341 200-

3800。［事前申込制］
知っていますか？里親制度のこと

　里親制度の説明と現役里親の養育
体験の発表会。 12月2日㈯10時～
12時 こども家庭センター 市内在
住、50人。保育あり（1歳～就学前、
5人、要予約） 11月15日から電
話かFAX（保育の有無も記入）で、こ
ども未来局こども保健福祉課☎200-
2929 200-3638。[先着順]
保育のお仕事就職説明会

　市内で保育の仕事を探している人
が対象。資格の有無は問いません。
市内で保育所などを運営する事業者
と面談できます。履歴書不要。詳細
は市HPをご覧ください。 12月6日
㈬13時～16時半（受け付け12時45
分） 中原市民館2階会議室他 こ
ども未来局事業調整・待機児童対策
担当☎200-3705 200-3933。
馬絹地区住居表示を実施

　11月20日から宮前区馬絹地区の一
部（下図参照）の住所の表し方が「馬
絹4丁目○番○号」「馬絹5丁目○番
○号」「馬絹6丁目○番○号」に変わり
ます。 市民文化局戸籍住民サービ
ス課☎200-2736 200-3912。

事業主の皆さんへ
市民税･県民税の特別徴収について

　事業主の皆さんには従業員に支払
う毎月の給与から個人住民税を差し
引き、従業員に代わり市町村へ納入
すること（特別徴収）が義務付けられ
ています。詳細はお問い合わせくださ
い。 かわさき市税事務所法人課税
課☎200-2209 200-3908。

市職員(学芸員)
　区分…❶埋蔵文化財❷民俗❸自然
❹天文（❶は教育委員会文化財課❷
～❹は日本民家園や青少年科学館勤
務）。対象・人数…❶❷は昭和53年
4月2日以降❸❹は昭和33年4月2日
以降に生まれた人で、いずれも学芸
員資格がある人（❶❷は見込み可）、

各若干名。詳細は受験案内をご覧く
ださい。一次選考…12月10日㈰。

11月20日(消印有効)までに申
込書を簡易書留で〒210-8577教育
委員会庶務課☎200-3261 200-
3950。［選考］。 ※受験案内、申込
書は11月1日から区役所などで配
布。市HPからもダウンロードできま
す。
特別養護老人ホーム入居者

　高津区久末に開設する「新緑の郷」
（鷺沼駅からバス「妙法寺下」下車徒
歩8分）の入居者を募集します。❶
特別養護老人ホーム…原則要介護
3～5の122人❷ショートステイ…要
支援１～要介護5の14人。 入居時
期は5月１日以降です。 詳細はパン
フレットをご覧ください。 11月
30日（消印有効）までに申込書を郵
送で〒225-0025横浜市青葉区鉄町
2075-3特別養護老人ホーム新緑の
郷開設準備室☎045-903-8500
045-903-8264。[選 考]。 ※ パ ン
フレット、申込書は区役所、地区健
康福祉ステーションなどで配布中。
市HPからもダウンロードできます。

健康福祉局高齢者事業推進課☎
200-2454 200-3926。
「川崎マリエン写真･児童絵画
コンクール」作品

　「京浜臨海部の建物、風景、人、
遊び、仕事など」をテーマにした写真、
絵画を募集します。写真…画像加工・
組み写真は不可。児童絵画…応募資
格は小学生以下。いずれもサイズ自
由。29年1月以降に作成した未発表
の自作品を1人3作品まで。詳細は応
募要項をご覧ください。応募作品は
１人1作品を川崎マリエンに展示。

12月1日～1月31日(必着)に作品
(裏に応募票を貼付)を郵送で〒210-
0869川崎区東扇島38-1川崎港振興
協会☎287-6009 287-7922。[選
考]。※応募要項(応募票)は区役所、
市民館などで配布中。

学校施設管理非常勤職員の登録者
　市立学校で週4日(1日7時間程度)、
学校用務を行います。登録者の中から
欠員状況に応じて4月以降に任用しま
す(登録しても任用されない場合あり）。
詳細はお問い合わせください。
12月4日か5日、9時半 ～16時 半 に、
写真と印鑑を持参し直接、教育文化
会館2階第1･2 会議室 ☎200-3363

200-2869。
かわさき市美術展の応募作品

　詳細は募集要項をご覧ください。
2月10日 か11日、10時 ～16時

に作品、申込書、応募料などを直接、
市 民ミュージ アム ☎754-4500
754-4533。［選考］。※申込書（募集
要項）は11月15日から区役所、市民
館などで配布。市民ミュージアムの
HPからもダウンロードできます。
かわさき名産品の認定申請

　市内の生産品の中から市のイメー
ジアップや観光振興につながる「かわ
さき名産品」を選び認定します。部門
…菓子・食品、民芸品・工芸品の2部
門。条件…市内で生産・製造・加工・
販売している、市にちなんだもの。
１事業所3品まで。 詳細は申込書を
ご覧ください。 12月15日（必着）
までに区役所などで配布中の申込書
を直接、郵送、FAXで〒210-0007
川崎区駅前本町11-2川崎商工会議
所内かわさき名産品認定事業実行
委 員 会☎211-4114 211-4118。
[選考]
ＤＶ(ドメスティックバイオレンス)
被害者支援のための物資

　配偶者などから暴力を受けた被害
者(女性)の自立支援のために❶～❺
を受け付けます。❶女性用衣類・下着、
子ども服、乳幼児服、シーツ、タオル、
カーテン❷湿布薬、風邪薬、鎮痛剤、
消毒薬、ばんそうこう❸鍋、食器、ラッ
プ、洗剤、シャンプー、トイレットペー
パー、ティッシュペーパー、生理用品、
文房具❹米、乾麺、レトルト食品、缶
詰、調味料、コーヒー、菓子❺掃除
機、炊飯器、ドライヤー、子ども向け
DVD。❶❷❸は新品のみ❹は未開封
の物のみ受け付け（❷の使用期限と❹
の賞味期限は30年4月以降の物）。❺
は記載の物のみ受け付けで中古品も
可。受け付け･ 12月16日(必着。直
接は17時)までに直接か、事前に電話
連絡し送付(着払い不可)〒213-0001
高津区溝口2-20-1すくらむ21☎813-
0808 813-0864。
30年度高等学校奨学生入学支度金

　能力があるにもかかわらず、 経
済的理由で修学が困難な人に対し、
公 立 高 校45,000円、 私 立 高 校
70,000円を3月下旬に支給します。
成績や世帯の総所得などの申請基準
は、10月上旬から各中学校に配布す
る募集要項をご覧ください。 150
人 各校の募集期間内に申請書
と必要書類を提出。[選考] 教育
委員会学事課☎200-3267 200-
3950。

シティプロモーション担当ツイッター 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

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

公式チャンネル 川崎市チャンネル 検索

馬絹6丁目

馬絹5丁目
馬絹4丁目

東急電鉄田園都市線

宮崎2丁目

宮崎1丁目

宮前平1丁目

馬絹1丁目

馬絹2丁目

馬絹3丁目

東有馬
2丁目

野川

梶ケ谷

宮崎

馬絹◯丁目

実施区域
新町界
新町名

宮前区

宮崎台駅
宮崎台駅

宮崎台駅
至梶が谷駅

国道
246
号

国道
246
号

NN

至厚木至厚木
至東京至東京

至川崎至川崎

至黒川至黒川

尻手黒川線

尻手黒川線

児
童
絵
画
の
部 
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年
度
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ミューザ川崎シンフォニーホール

MUZAナイトコンサート60　
聖なる響きとともに、声の可能性を探る
　声楽アンサンブル：ヴォクスマーナ

（指揮：西川竜太）、曲目：メシアン「お
お 聖なる饗宴」、デュリュフレ「グレゴ
リオ聖歌の主題による4つのモテット」
他。 12月12日㈫19時開演 自由
席1,000円
他 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
11月のプラネタリウム
　一般向け投影「宇宙のメリーゴーラ
ウンド」。 土・日曜と祝日、12時～、
14時半～子ども向け投影「うさぎとろ
ばの月旅行」。15日㈬、10時半～、
11時半～ベビー＆キッズアワー。16
日㈭13時半～星空ゆうゆう散歩「北
極 の 星 空」。 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
夜の民家園
　開園時間を延長し、古民家と紅葉
をライトアップ。先着100人にちょう
ちんの貸し出しも。 11月25日㈯、
26日㈰、9時半～20時（最終入園19

時45分、 点灯16時ご
ろ～）。25日…山梨県
甲州市の伝統芸能の公
演、26日…みちのく・
むかし話 要入園料。
※当日のみ再入園可。

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）

クリスマスフェア2017がスタート
　2階「みんなのひろば」に今季限定デ
ザインのクリスマスツリーが登場する
他、 屋上でのイ
ルミネーションも
実施。 期間限定
のカフェメニュー
やグッズも続々
登 場。 11月8
日～12月25日。

生田緑地内の
博物館

企画展「岡本太郎とメディアアート　
山口勝弘－受け継がれるもの」
　メディアアートの歴史的な連続性を
紹介。多くの現代作家によるプロジェ
クションマッピングやVR（仮想現実）な
どの作品が、岡本太郎の展示空間で
コラボレーションします。 11月3日
～1月28日 要
観覧料。

©Fujiko-Pro

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

考]

クリスマス環境教室
　牛乳パックでクリスマスライトを作
る工作教室や、クリーンかわさき号
パネル展・記念撮影会など。 11月
25日 ㈯、26日 ㈰、12月2日 ㈯、3
日㈰、9時～16時 王禅寺エコ暮ら
し環境館 工作は当日先着45人程
度 王禅寺エコ暮らし環境館☎712-
4637 712-4638。※詳細は同館
HPをご覧ください。
ノロウイルス食中毒予防市民講座

　ノロウイルスの特徴を知り、感染予
防に役立てます。 11月28日㈫14
時～16時 市役所第4庁舎 96人

11月15日10時から電話かFAX
で市食品衛生協会☎511-3133
511-3251。[先着順]
ひとり親家庭向け講座
悩みを解決！我が家の教育費

　教育費の準備や不足時の解決方法
についての講座。 12月2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。保育あり（1歳～小学2年生、
10人、要予約） 11月13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］
心肺蘇生法講習会

　 12月2日 ㈯、10時 ～11時 半、
13時半～15時 中原消防署 各
40人 各400円 11月24日9時
から電話で市消防防災指導公社☎

366-2475 272-6699。[先着順]
COINSシンポジウム
川崎発の未来医療で健康社会

　がん・アルツハイマー・変形性関節
症などを克服するた
めの最先端医療「体
内病院」を分かりや
すく説明します。を
12月8日 ㈮10時 ～
17時45分 産業振
興会館 12月4
日までに直接、 電話、FAX、HPで
COINS事務局☎589-5785 589-
5789。［事前申込制］
大人のための食育講座

　青果のせり見学、講演など。果物
の食べ比べも。 12月9日㈯6時15
分～9時半 北部市場 18歳以上、
20人 11月25日（必着）までに直
接、ハガキ、申込書を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、市民館
などで配布中。
シニア期を迎えた
愛犬・愛猫との暮らし方セミナー

　講師・矢崎潤氏(家
庭犬しつけインスト
ラクター )＝写 真。
オリジナルエコバッ
グのお土産あり。
12月10日㈰13時

半～16時 高津区役所 80人
11月15日から電話、FAX、メー

ルで健康福祉局生活衛生課☎200-
2449 200-3927 40seiei@
city.kawasaki.jp [先着順]
療育講演会「支援を必要とする子
どもの青年期の自立に向けて」

　障害のある子どもが幼少期に身に
付けておきたい力について、事例を通
して説明します。 12月14日㈭10時
15分～11時45分 教育会館 150
人 11月15日から直 接、電 話、
FAXで西部地域療育センター☎865-
2939 865-2955。[先着順]。※申
込書は区役所、市民館などで配布中。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
子育てサポーター養成研修

　ひとり親家庭の子育ての手伝いをす
るサポーターを養成します。 1月16
日～24日の火･水曜、9時半～16時
半、全4回 母子･父子福祉センター

全回参加できる20歳以上、30人。
保育あり（1歳～小学2年生、10人、
要予約） 11月15日から直接か電
話で母子･父子福祉センター☎733-
1166 733-8934。 ［先着順］

順]

園芸生産物品評会

　市内産の野菜、果実、花
か き

卉、植
木約500点が出品されます。 11月

24日㈮、一般観覧は9時半～11時、
即売は11時から売り切れまで セレ
サモス宮前店 (宮崎台駅北口徒歩6
分） 農業技術支援センター☎945-
0153 945-6655。
手をつなぐフェスティバル

　障害のある人もない人も一緒に、
ステージ発表、ゲーム、作品展など
を楽しみ、交流します。 11月25
日㈯10時～15時 とどろきアリーナ

手をつなぐフェスティバル実行委員
会☎829-6610 829-6620。健康
福祉局障害福祉課☎200-2928
200-3932。
親子ふれあい運動遊びコンサート

　音楽に合わせて子どもと一緒に体
を動かします。 12月17日㈰10時半
～11時半 カルッツかわさき 子ども

（0歳から参加可）と保護者、280人
11月17日(消印有効)までに全員

(保護者1人につき子ども3人まで)の氏
名･年齢も記入し往復ハガキで〒210-
8577市民文化局市民スポーツ室☎
200-3312 200-3599。[抽選]
心身障害者成人を祝う会

　 1月13日㈯13時半～15時40分
市民プラザ。対象…市内在住で

平成9年4月2日～10年4月1日に生
まれた、障害のある人 11月30
日17時までに電話で心身障害者成人
を祝う会実行委員会☎812-2966
813-1216。[事前申込制] 健 康
福祉局障害福祉課☎200-2676
200-3932。

かわさきスポーツパートナー

かわさきマイスター20年展
　市では、現役の優れた技術・技能職者
を「かわさきマイスター」として認定して
います。平成9年度から始まり、ことしで
20年。作品や実演を通じてマイスター
の活躍を紹介
します。 12
月14日 ～1月
14日。

川崎ブレイブサンダース（男子バスケ）
Ｂリーグ（とどろきアリーナ）
　12月1日㈮19時5分～、2日㈯18
時5分～…渋谷戦。8日㈮19時5分
～、9日㈯16時5分～…三河戦。
NECレッドロケッツ（女子バレー）
V･プレミアリーグ（とどろきアリーナ）
　11月18日㈯15時～…上尾戦。19日
㈰15時～…久光製薬戦。
※川崎フロンターレについてはチーム
HPをご覧ください

前売り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

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

田中敬一
《LUMINOUS》

2014年

片岡一則氏
（iCONM センター長）


