
　このたびの川崎市長選挙におきまして、多
くの市民の皆さまからご支持を賜りました。ご
期待にしっかりと仕事でお応えすべく、引き続
き「対話と現場主義」で、お約束しました政策
の実現をはじめとして「最

さい

幸
こう

のまち かわさき」
の実現に向けて全力で取り組んでまいります。
　ことし、川崎市は人口150万人を突破し、平
成42(2030)年まで人口増が続くと予測され、
特に若い世代に選ばれる都市として成長を続け
ている元気な街です。子どもたちの笑顔があふ

れるまちづくりをこれからもしっかりと進めてまいります。
　一方で、私たちの川崎市も他都市と同様に超高齢社会への歩みを確実に
進めており、何らかのケアを必要とする人々が急速に増えていることも事

実です。私たちが年齢を重ねてケアが必要になっても、あるいは障害があっ
ても、この川崎市で安心して暮らし続けることができる仕組みをより強固
にしていかなければなりません。そのための地域包括ケアシステムの確立
に私は全力をあげてまいります。専門職の連携はもちろんのこと、その基
礎となる地域のつながりを再び取り戻して、誰もが助け合い、支え合わな
ければ存続できない関係であることを、私たち市民一人ひとりが認識を深
めていかなければなりません。これからの地域づくりのキーワードは「寛
容と互助」だと考えます。ぜひ、そのような安心のふるさとづくりを市民
の皆さまとともに進めてまいりたいと思います。
　これまでの発展におごることなく、市民生活に最も身近な仕事をする役
所としての誇りと気概を持って私を先頭に職員一丸となって「全ては市民
のために」を合言葉に働いてまいります。これからも市政に対するご理解
と参画をよろしくお願いいたします。

「最幸のまち かわさき」の実現に向けて
～ 市長就任にあたって ～

川崎市長
福田 紀彦

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：150万4,819人（前年同月比14,550人増）　世帯数：71万7,275世帯
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名称 提出・問い合わせ

(仮称）川崎市認定こども園の要件
を定める条例の制定（素案）

12 月 14 日（消印有効）までに
〒 210-8577 こども未来局幼児教
育担当☎ 200-3179 200-3533

( 仮称）川崎市難病の患者に対する
医療等に関する法律施行条例の制
定について（案）

12 月 15 日（消印有効）までに
〒 210-8577 健康福祉局地域包括
ケア推進室☎ 200-1979 200-
3926

市民意見（パブリックコメント）募集

川崎市長選挙の開票結果
　10月22日に行われた川崎市長選挙
の結果は次の通りです。当日有権者
数は120万5,842人、投票者数は63
万616人で、投票率は52.3％でした。

　 選挙管理委員会選挙課☎200-
3425 200-3951。
国民健康保険特定健康診査の
受診について
　40～74歳の加入者を対象とした健
康診査を、3月31日まで市内医療機
関で実施していますので、早めに受
診してください。受診券は6月に発送
済みです。 がん検診･特定健診等
コールセンター☎982-0491。健康
福祉局保険年金課 200-3930。
水銀使用製品の分別排出に協力を
◎蛍光管…厚紙などに包むか購入時
の箱などに入れ、「蛍光管」と表記。生
ごみなどとは別にして普通ごみに。
◎水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度
計など…厚紙などに包み「水銀体温
計」などと表記。30㎝未満は小物金属
（無料）、30㎝以上は粗大ごみ（有料）
に。　
　 環境局減量推進課☎200-
2580 200-3923。
呼吸器の健康相談
　専門医師による相談。肺年齢の測
定も。 1月11日㈭13時半～14時
半 川崎･横浜公害保健センター
せき、たん、息切れなどで困っている
人、10人程度 11月27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］
ネズミ対策の相談
　冬はネズミが家に侵入しやすい季

節です。区役所では対策を記載した
リーフレットを配布し、相談を受け付
けています。 区役所衛生課。
図書館の休館
　施設点検などのため休館します。
◎宮前図書館☎888-3918 888-
5740…12月5日㈫～8日㈮。
◎高津図書館☎822-2413 844-
7594…12月11日㈪。
◎多摩図書館☎935-3400 935-
3399…12月16日㈯。
　 各図書館。
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）。 12月8日
㈮、９時～12時、13時～16時 中
原区役所 市民オンブズマン事務局
☎200-3691 245-8281。

車座集会の傍聴者
　テーマ「夢見ケ崎動物公園（加瀬山）
の新たな魅力と賑

にぎ

わいの創出に向け
て」。市長と地域の団体・住民が意見
交換を行う集会を傍聴します。保育（0
歳～就学前、要予約）・手話通訳あり。
12月3日 ㈰15時15分 ～16時（開

場14時45分） 日吉合同庁舎2階会
議室 当日先着50人 保育希望
者は12月1日12時までに電話かFAX
で幸区役所企画課☎556-6612
555-3130。※市HPからインターネッ
ト中継もご覧になれます。
市民車座集会の参加者と事前質問
　「川崎市総合計画第2期実施計画素
案」「川崎市行財政改革第2期プログラ
ム素案」に関して市長が説明し、事前
に受け付けた質問に答えます。保育（1
歳半～就学前）・手話通訳・要約筆記あ
り。詳細は市HPをご覧ください。
12月16日㈯❶10時～12時半❷15時
～17時半（開場各30分前） ❶は麻生
市民館大会議室❷は中原区役所5階
会議室 事前質問は12月11日（必着）
までに、保育（子どもの年齢も記入）・

手話通訳・要約筆記希望者は12月6日
（必着）までに、直接、郵送、FAX、メー
ルで〒210-8577総務企画局企画調
整課 200-0401 17kityo@city.
kawasaki.jp サンキューコールかわ
さき☎200-3939 200-3900。※
市HPからインターネット中継もご覧に
なれます。
民家園ボランティア
　活動内容は、いろりの火たき、古
民家解説など。 ❶～❸を満たす30
人。❶講座に全回参加可能❷講座
修了後、同じ曜日で月2回の活動が
可能❸15歳以上で人と接するのが好
きな人。講座は 1月13日～2月3日
の土曜、10時～15時(2月3日のみ9
時半から）、全4回 日本民家園
12月11日(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☎922-2181
934-8652 mingu@convention.
co.jp [選考]
市環境審議会の市民委員
　環境行政について専門的に調査・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…3月1日～32年2
月29日。 6人 12月15日(消印有
効)までに直接、郵送、FAX、メールで
〒210-8577環境局環境調整課☎200-
2386 200-3921 30kantyo@
city.kawasaki.jp [選考]。※申し込み
の詳細、小論文のテーマなどは同課、
区役所などで配布中のチラシか市HPを
ご覧ください。
特別支援学校などの非常勤職員
◎嘱託介助員…市立特別支援学校に
通っている障害のある子どもの通学
や学校生活全般の介助をします。
5人程度。
◎就労支援員…市立特別支援学校に
通っている障害のある子どもの職場実
習や就労の場の開拓をします。 1人。
　 任 期 …4月1日 ～31年3月31日。
更新あり。詳細はお問い合わせくださ
い。 12月15日(必着)までに履歴
書と返信用封筒(82円切手を貼り、宛
先を記入)を郵送で〒210-8577教育
委員会指導課☎200-3287 200-
2853。[選考]
菅生地域交流農園の利用者
　利用者全員で管理組合を作り、管
理･運営を行う市民農園(宮前区菅生
2-12)の利用者。一般公募区画(26
区画)と地域優先区画(13区画)があ
ります。利用期間…4月14日から2
年程度。利用条件や料金など詳細は
12月1日から区役所、市民館などで
配布するチラシ、市HPをご覧くださ

い。 １月9日(消印有効)までに希
望の区画(一般か地域優先)も記入し
往復ハガキかメールで〒213-0015
高津区梶ケ谷2-1-7都市農業振興セ
ンター☎860-2462 860-2464
28nogyo@city.kawasaki.jp [抽選]
かわさき市民公益活動助成金
ステップアップ助成の申請
　❶❷の条件を満たす市民活動団体
に最大200万円の事業費を助成しま
す。❶市内で3年以上公益的な活動
をしている❷中心メンバーに市内在
住･在勤･在学者のいずれかを含む。
詳細は募集要項(申請書)をご覧くださ
い。 １月16日 (必着。直接は17
時)までに、申請書と必要書類を直接
か郵送で〒211-0004中原区新丸子
東3-1100-12かわさき市民活動セン
ター☎430-5566 430-5577。[選
考]。※申請書は区役所、市民館など
で配布中。かわさき市民活動センター
のHPからもダウンロードできます。
市民自主学級･
市民自主企画事業の企画案
　地域や暮らしの課題解決に向けた
講座･イベントの企画。資格…市内で
活動しているグループか、市内在住･
在勤･在学いずれかの個人。1月中に
教育文化会館や市民館･分館で説明
会を開催し、2・3月に企画提案会を行
います。日程や応募の詳細は12月8
日から各館で配布する募集案内か市
HPをご覧ください。 教育委員会生
涯学習推進課☎200-3304 200-
3950。
臨時職員（看護職員・看護助手）
　市立病院で勤務する臨時看護職員・
看護助手を随時募集しています。詳細
は市HPをご覧ください。 川崎病院
☎233-5521 245-9600。井田病
院☎766-2188 788-0231。[選考]

市立看護短期大学公開講座
　講演「災害時、川崎市で何が起こる
のか？救命医療とトイレの関係」他。
12月2日㈯13時～15時 市立看護
短期大学 200人 11月24日9時
から電話かFAXで市立看護短期大学
☎587-3500 587-3506。[先着順]
脳卒中市民講演会「脳卒中とはどんな
病気？予防から最新治療まで」
　講師・植田敏浩氏（聖マリアンナ医
科大学東横病院・脳卒中センター長）
12月2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）7階大会議室 当日先着100
人 脳卒中から助かる会（上野）☎
045-621-0398（平日12時～19時）。

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

候補者氏名 得票数

福田紀彦 40万 2,016 当選

吉沢章子 12万 2,235

市古博一 7万 8,793
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健康福祉局保健医療政策室☎200-
3740 200-3934。
上級救命講習会
　 12月9日㈯9時～18時 中原消
防署 30人 1,000円 11月27
日9時から電話で市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699。[先着順]
いきいきリーダー養成講座
　介護予防の取り組みの大切さなど
を学びながら、仲間づくりをします。
全回参加できる人が対象。 12月
13日～1月17日の水曜（12月27日、
1月3日を除く）、14時～16時半、全
4回 福祉パルなかはら 12月6
日までに電話で健康福祉局高齢者在
宅サービス課☎200-2651 200-
3926。［事前申込制］
川崎病院市民公開講座
「脳梗塞にならないために」
　脳梗塞の最新治療などのポイントを
学びます。 12月20日㈬14時～15
時(開場13時半) 川崎病院7階講堂
当日先着120人 川崎病院庶務課

☎233-5521 245-9600。
ひとり親家庭向け講座
❶パソコン基礎講座… 1月5日～
26日の金曜、9時半～12時半、全4
回 12月21日（必着）までに志望動機
と保育の有無も記入しハガキで。［選
考］
❷イメージアップ・就業支援セミナー
… 1月21日㈰、10時～12時、13
時～15時 11月25日9時から電話
で。［先着順］
　いずれも 母子・父子福祉センター
市内在住の、ひとり親家庭の父

母か寡婦、❶8人❷10人（父は午後
のみ）。保育あり（1歳～小学2年生、
各10人、要予約） ❶500円
〒211-0067中原区今井上町1-34母
子・父子福祉センター☎733-1166
733-8934。
いきいき食生活講座
　高齢者を対象とした健康維持、生
活習慣病予防のための食事について
講義と実技で学びます。 1月13日
㈯13時半～15時 多摩病院 20
人 12月15日（消印有効）までに
直接、往復ハガキ、電話、FAXで
〒214-8525多摩区宿河原1-30-37
多摩病院医療相談センター☎933-
8111 933-8246。［抽選］
入門古文書講座
　初めて古文書を読む人向けです。
1月13日～2月3日の土曜､ 9時半

～11時半､ 全4回 会館とどろき（中
原区宮内4-1-2） 全回参加できる40
人 2,500円 12月5日(消印有
効)までにハガキ持参で直接、往復ハ
ガキ、メールで〒211-0051中原区
宮内4-1-1公文書館☎733-3933
733-2400 17koubun@city.
kawasaki.jp [抽選]
観光ボランティア通訳セミナー
～街歩きおもてなし編（初級）
　外国人観光客などに、英語で市の

案内をするボランティア通訳者を養
成します。 1月21日、2月4日の日
曜、10時～12時、13時～15時、全
4回 国際交流センター 20人
4,080円 12月15日9時半から直
接か電話で国際交流センター☎435-
7000 435-7010。[先着順]
要約筆記(文字通訳)入門講習会
　聴覚障害者のためのボランティアを
養成します。 １月15日～3月12日の
月曜（2月12日を除く）、13時半～15
時半、全8回 多摩川の里身体障害
者福祉会館 20人 12月1日9時
から直接、電話、FAXで多摩川の里
身体障害者福祉会館☎935-1359
935-1706。[先着順]
市民記者養成講座
　市民活動団体の取材記事を書く記
者の養成講座。講座修了後、希望
者は神奈川新聞「市民発～地域をつ
くる人・活動」の市民記者（ボランティ
ア）として活動できます。条件など詳
細はお問い合わせください。 1月
17日～31日、2月28日の水曜、18
時半～20時半と2月12日㈷ごえん楽
市体験取材（時間未定）、全5回 か
わさき市民活動センター 全回参加
できる20人 2,000円 11月28
日9時から直接、電話、FAX、メー
ルで、かわさき市民活動センター☎
430-5566 430-5577 suisin@
kawasaki-shiminkatsudo.or.jp [先
着順]
聴覚障害者福祉講座
　小・中学生に聴覚障害への理解を深
めてもらうための授業について考えま
す。手話通訳・要約筆記あり。 1月
21日㈰13時45分～16時半（受け付
け13時半） 総合自治会館ホール
聴覚障害者情報文化センター☎798-
8800 798-8804。※詳細は区役
所などで配布中のチラシか聴覚障害
者情報文化センターのHPをご覧くだ
さい。

深瀬家長屋門現地特別公開
　市重要歴史記念物に指定された深
瀬家長屋門を特別公開。現地で文化
財課職員が解説します。 11月25
日㈯、❶10時❷11時❸13時半 深
瀬家長屋門（幸区南加瀬3-13-25）
教育委員会文化財課☎200-3305
200-3756。
日本民家園の催し
◎雪囲い～旧菅原家…雪から窓や壁
を守り、寒さを防ぐために、カヤで家
の周りを覆います。 11月25日～3
月11日、9時半～16時半（3月は17時
まで）。11月25日㈯、26日㈰は設置、
3月11日㈰は撤去作業（天候により変
更あり）。
◎囲

い
炉
ろ
裏
り
を囲んでむかし話…❶万華

鏡のむかし話 12月2日㈯、1月6日
㈯、3月3日㈯❷お国言葉で語りっこ
12月3日㈰、2月25日㈰❸遠野の

語り 12月9日㈯、2月17日㈯❹み
ちのく・むかし話 1月20日㈯、3月
17日㈯。各日13時半～14時と14時
半～15時。
◎古民家めぐり…エリアごとに専門
職員の解説を聞きます。❶営まれて
いた暮らしなどについて 12月10
日㈰関東の村、1月14日㈰神奈川の
村、2月10日㈯東北の村、3月4日㈰
宿場❷建物の特徴などについて 12
月17日㈰信越の村、1月28日㈰関東
の村、2月18日㈰神奈川の村、3月
25日㈰東北の村。各日14時～15時。
荒天中止。
　いずれも 日本民家園 要入園料
日本民家園☎922-2181 934-

8652。
市議会議場コンサート
　150万人都市記念として、市民
文化大使の大谷康子氏を迎えてバ
イオリンコンサートを行います。詳細
は市HPをご覧ください。 11月28
日㈫12時20分～45分（開場12時）
市役所第2庁舎市議会議場 当日
先着100人 議会局庶務課☎200-
3367 200-3953。
アートとトークによる多様性
尊重の社会づくり展
　「こころの健康問題」を経験した人た
ちによるアートの展示、トークセッショ
ンなどのイベント（要申し込み）を通し
て人のつながりや社会の在り方など
について考えます。 12月2日～17
日、10時～17時 ミューザ川崎シ
ンフォニーホール企画展示室他
メールでアートとトークによる多様性
尊重の社会づくり展事務局 arttalk
＠ohwada-gumi.co.jp [事前申込制］
健康福祉局精神保健福祉センター
☎200-3197 200-3974。
履歴書写真の撮影会
「証明写真プロジェクト」
　「働きだす」ことに不安を抱える若年
者が対象。就職活動の第一歩として
プロのカメラマンによる証明写真の撮
影会を行います。 12月4日㈪10時
～17時 てくのかわさき 15～39
歳、30人 11月25日11時 から電
話でコネクションズかわさき☎850-

2517 811-1850。［先着順］
スポーツレクリエーション大会
　バドミントン、スポーツチャンバラ、
フォークダンス、ダーツなど、ニュー
スポーツやレクリエーションが盛りだ
くさん。小さい子や運動の苦手な人
も楽しめます。 12月9日㈯10時～
14時 幸スポーツセンター 市民文
化局市民スポーツ室☎200-3312
200-3599。
キヤノン・エンジョイ・
ミュージック～音を映そう!!
　子どもたちが楽器を体験し、保
護者が撮影します（カメラは貸し出し
ます）。ミニコンサートも。 12月9
日㈯10時～13時 ミューザ川崎シ
ンフォニーホール市民交流室 オー
ケストラの楽器初体験の小学生25
人と保護者 11月30日（必着）ま
でにハガキ、FAX、メールで〒212-
8554東京交響楽団「キヤノン係」☎
520-1518 543-1488 canon-
enjoy@tokyosymphony.com ［抽
選］ 市民文化局市民文化振興室☎
200-2030 200-3248。
障害者週間記念のつどい
　障害関係者表彰、石山春平氏（市
肢体障害者協会会長）による障害者
と偏見についての講演など。 12月
9日㈯14時～16時（開場13時半）
国際交流センターホール 当日先着
200人 市障害者社会参加推進セン
ター☎246-6941 246-6943。
少年の祭典「ボレロ」

　総勢1,000人を超える市民が「ボ
レロ」他を奏で、歌います。 12月
10日㈰16時開演（開場15時半） 教
育文化会館ホール 当日先着1,500
人 ボレロを楽しむ会☎853-1649。
市民文化局市民文化振興室☎200-
3725 200-3248。

「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

川崎市長杯争奪
国際トランポリンジャパンオープン　

　国内外トップ選手の華麗なジャンプを間近で見られます。ジャパンオー
プン部門ではオリンピック出場選手の演技も。

12月15日㈮18時半から…
マスターズ部門決勝など。16
日㈯9時から…全日本社会人選
手権大会決勝など。17日㈰9
時から…年齢別部門決勝、ジャ
パンオープン部門決勝など

とどろきアリーナ
市民文化局市民スポーツ室

☎200-3245 200-3599



　29年に市内で起こった出来事の中から10大ニュースを決定します。皆さんからの投票をお待ちしています。
総務企画局シティプロモーション推進室 ☎200-2297 200-3915

あらかじめ選定したニュース
候補から、印象に残っている
ニュースを投票してください（自
由記載も可）。投票は次のいず
れかの方法で受け付け中
❶ＨＰで

❷区役所、市民
館、図書館など
にある投票箱に
備え付けの投票
用紙で

※投票は1人1回のみ有効です。当
選者の発表は、賞品の発送をもって
代えさせていただきます。個人情報
は賞品を提供・発送する業者に提供す
ることがあります

投票方法

〈提供〉
アソシエCHACO／アルテリッカしんゆり2018実行委員会／生田緑地／一番碾き蕎麦よしみや／㈱伊吹電子／大相撲中川
部屋／CARPE DIEM／かわさき餃子舗の会／かわさき市民放送㈱／㈱川崎フロンターレ／㈲グリーンフーズあつみ／京浜
急行電鉄㈱／㈱小室商店／ JAセレサ川崎柿生禅寺丸柿保存会／㈲新岩城菓子舗／㈱高喜商店／田原屋酒店／㈱チッタ エ
ンタテイメント／東日本旅客鉄道㈱横浜支社／㈱フェイスミュージックエンタテインメント／ブリマー・ブルーイング㈱／㈱ホワ
イトウルフ／宮崎県／㈱宮代商店／ミューザ川崎シンフォニーホール／ムーンライト㈱／ユースキン製薬㈱／㈱ユニオン産業
／㈱よみうりランド／和菓子処みよしの／ワールド女子プロレス・ディアナ（50音順・敬称略）

川崎ゆかりの

検索川崎市　10大ニュース

他にも映画チケットや名産品など、プレゼントを多数用意！

賞品をプレゼント 抽選で203人

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

九都県市ライトダウン
～Nothing is Charming
　九都県市（川崎市、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、横浜市、千葉市、
さいたま市、相模原市）の協力施設か
ら「明かり」がなくなります。スターバッ
クスコーヒーでは、限定コースターの
配布やランタン製作でライトダウンを
盛り上げます。 12月11日㈪19時
～20時 環境局地球環境推進室☎
200-3871 200-3921。
かわさき環境フォーラム
　子どもも大人も楽しく環境について
考えます。詳細は地球温暖化防止活
動推進センターのＨＰをご覧ください。
12月16日㈯10時半～15時半 高

津市民館11階 地球温暖化防止活
動推進センター☎813-1313 330-
0319。
ほっと・はっと・シアター
「おと絵がたり」
　絵と音楽と語りで昔話などを大画面
で楽しみます。 12月17日㈰14時～
15時 すくらむ21 500円（席不要
の乳幼児無料） 11月25日9時か
ら直接、電話、ＨＰで、すくらむ21☎
813-0808 813-0864。［事前申込
制］。※当日12時半から当日券も販売。
［先着順］
障害者作品展
　障害のある人の書、絵、写真、手
工芸作品などを展示。 12月20日㈬
～24日㈰、10時～17時 アートガー
デンかわさき第1展示室（川崎駅東口
徒歩3分） 市障害者社会参加推進セ
ンター☎246-6941 246-6943。
障害者施設の作品展
　南部・中部・北部・多摩川の里身体障

害者福祉会館の自主製品を展示。
12月22日㈮～25日㈪、9時～17時
高津市民館ギャラリー 北部身体

障害者福祉会館☎811-6631 811-
6517。
クリスマスコンサート
　川崎ゆかりの打楽器デュオ「はっ
ぴーたーん」による、0歳から楽しめる
演奏会。 12月22日㈮、10時から、
11時半から 青少年の家 0～5歳
の子どもと保護者、各30組 子ども
1人と保護者1人で1,000円、1人増
えるごとに500円追加 11月25日
9時から直接か電話で青少年の家☎
888-3588 857-6623。［先着順］
地域の寺子屋推進フォーラム
　寺子屋の体験ブースや活動紹介な
ど。一部プログラムは事前申込が必
要です。詳細は問い合わせるか市ＨＰ
をご覧ください。 12月23日㈷13
時～17時 中原区役所5階会議室
教育委員会生涯学習推進課☎200-
3304 200-3950。
アメリカンフットボール市民招待
◎ライスボウル…日本一決定戦。
1月3日㈬15時試合開始 東京ドー
ム（水道橋駅東口徒歩2分） 150組
300人。
◎カレッジボウル…大学生オールス
ター戦。 1月14日㈰13時半試合開
始。荒天中止 富士通スタジアム川
崎 50組100人。
　いずれも 12月8日（消印有効）
までに試合名も記入し往復ハガキで
〒210-8577市民文化局市民スポーツ
室☎200-2257 200-3599。［抽選］
芸能サロン「狂言を楽しもう」
　野村万蔵による狂言の解説と「樋

ひ

の酒
さけ

」「蚊
か

相
ず も う

撲」の公演。 1月6日㈯
14時開演 川崎能楽堂 148人
3,000円 11月29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☎222-
7995でも受け付け 市文化財団☎
222-8821 222-8817。
親子アウトドア教室
～くろかわプレーパーク
　「遊びは自分たちで作り出す」をモッ
トーに、のこぎりで木を切ったり、た
き火をしたり、遊び方が無限に広がる
イベントです。 1月21日㈰、2月25
日㈰、10時～15時。荒天中止 黒
川青少年野外活動センター 3歳～
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小学6年生と保護者、各50組 子ど
も1人と保護者1人で600円、1人増
えるごとに300円追加 12月18日
9時から直接か電話で黒川青少年野
外活動センター☎986-2511 986-
2522。［先着順］

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）

12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）

宍
しし

戸
ど

 哉
ちか

夫
お

さん
〔洋菓子製造業〕
従事年数／26年
46歳　麻生区在住

藤
ふじ

巻
まき

 今
け

朝
さ

男
お

さん
〔貴金属装身具製作〕
従事年数／38年
64歳　高津区在住

越
こし

畑
はた

 好
よし

夫
お

さん
〔造園・土木工事業〕
従事年数／48年
66歳　麻生区在住

2017年川崎市10大ニュース投票大募集!!
11月21日火～
12月6日水
※結果発表 
　12月22日㈮14時

市内最高峰の匠
たくみ

「かわさきマイスター」に5人
　市は、極めて優れた技術･技能を保持する、ものづくりの達人を「か
わさきマイスター」に認定しています。29年度は5人が認定されました。
認定者のプロフィールなどは市ＨＰをご覧ください。
経済労働局労働雇用部☎200-2242 200-3598

川崎日航ホテル ディナー
ブッフェ食事券　3組6人
提供：川崎日航ホテル

川崎工場夜景 屋形船クルー
ズ　3組6人
提供：（一社）川崎市観光協会

男子プロバスケットボール 
ペア観戦チケット＆サイン入
りTシャツ　5人
提供：川崎ブレイブサンダース

青
あお

木
き

 保
やす

男
お

さん
〔ウィンドウ・
フィルム施工〕
従事年数／39年
69歳　高津区在住

北
きた

村
むら

 正
まさ

治
はる

さん
〔工業彫刻・精密刻印・
金型彫刻〕
従事年数／59年
77歳　幸区在勤

投
票
期
間

農協全国商品券 2,000円分　
5人
提供：JAセレサ川崎

イメージ


