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動物と暮らす

12 月 1 日号

人と猫が共生するために解決すべき問題は多く、要因もさまざまです。

市では「 人と動 物が共 生する社 会の実 現」を目指してボランティアや
市 獣 医 師 会などと連 携し、さまざまな取り組みを行っています。
今 回は「 猫 」を中 心に、 命に向き合う人たちを紹 介しながら、 人と
動 物の共 生について考えます。
健 康 福 祉 局生 活 衛 生 課 ☎ 2 0 0 - 2 4 4 7
200 - 3927

動物愛護センターでは、保護している動物の新しい飼

463匹

い主を募集しています。 動物愛護団体と協力して、毎

猫が外で暮らすのは
大変なこと

昨年度、動物愛護センターに収容された猫の数
大半は離乳前の子猫です

月第3日曜に犬猫の譲渡会を開催している他、随時譲渡
に関する相談を受け付けています
（平日のみ、要予約）。

猫にとって外での暮らしは危険が多く、 過

譲渡は面談などを経てからとなりますが、動物との相性

1,747件

酷な環境です。また、1組のオスとメスから1
年で数十匹まで増えたり、近所の庭でトイレを

出会いの場として、センターを訪ねてみてください。

主に保護や引き取りの依頼、ふん尿の被害などが挙げられます

したりするなど、 人の生活環境へ影響を及ぼ

譲渡会の日程などは動物愛護センターの

市に寄せられた猫にまつわる相談件数

す存在となってしまうことも。

2,218匹

人にも猫にも住みやすい環境を作るために、

主に交通事故が原因で市が回収した猫の死体数

を考えてスタッフが相談に乗るので安心です。動物との

comment

み出さないための取り組みが必要です。

※数字はいずれも28年度

▲個性豊かな動物たちが新しい飼い主を待っています

フェイスブックでも、公開しています。

今生きている命を守り、 不幸な命を新たに生

1日平均6匹の命が市内で失われています

成猫、成犬は性格や健康面が安定し

ているので、初めて飼う人にもお勧め
動物愛護センター 関根職員

いのちをつなぐ
生まれて間もない子猫は、食事や排せつの補助が必要です。
動物愛護センターに収容される数が最も多い子猫。その命をつなぐ「ミルク猫ボランティア」の活動を紹介します。

{ 自宅で世話をする活動です。

哺乳が必要な子猫を預かり、離乳するまでの間、

猫と末永く暮らすために

Before

などのリスクがいっぱいです。 猫は外に出してあげな

センターに収容された動物の飼育環境の充実や譲渡活動支援の他、ボラン
ティア活動支援などに活用します。

なく、発情期特有のストレスや問題行動をなくすこと

市獣医師会会長
竹原 秀行さん

ができるので、屋内飼いであっても、手術することを

▲センターに収容された子猫
を預かる

▲ 昼 夜を問わず2〜3時 間お
きに哺乳する他、排せつの
補助なども行う

▲歯が生えてきたら少しずつ離
乳食に切り替える。 この時
期からトイレトレーニングも

全ての猫が飼い主と
幸せに暮らせる日を願って

お勧めします。

▲離乳したらセンターに戻す。
譲渡会などを通じて新しい
飼い主の元へ

After
この子猫は発育不良だっ
たが、ボランティアの手厚
いケアにより元気に育った

そして、一番大切なことは最後まで愛情を持って世話をすること。これか
ら動物を飼う人には、何があっても最後まで世話をする覚悟を持ってから、
動物を迎え入れてほしいと思います。

不妊去勢手術費用の一部を補助します
万一に備えて

―― 活動の苦労を教えてください

まれです。迷子札をつけましょう。動物病院で

子猫には1匹ずつ順番にミルクをあげるので時間がかかり、全ての子にミ

迷子になった猫が飼い主の元に戻れることは
マイクロチップを挿入すれば、より確実です。

ルクをあげたらもう次のミルクの時間ということも。朝元気だった子が、夜突
亡くなってしまったときには激しく落ち込みますが、家族や動物愛護センター、

最もうれしい瞬間です。動物を飼うときには、センターや保護活動をしてい
る団体・個人から引き取るという選択肢があることを知ってもらいたいです。
―― 人と猫が共生するために必要なことは何だと思いますか？

読 者 アンケ ート

猫を飼う場合には、不妊去勢手術と屋内飼養を徹底すること。その上で、
人とトラブルにならないようにマナーを守って生活することが、結果的に猫自

図書カード
（1,000円券） 5人

❶川崎市ふるさと応援寄付金で寄付する（手続きはセンターにお問い合わせください）
❷口座振り込みで寄付する（税の優遇措置の対象外）
〈振込口座情報〉 横浜銀行

川崎支店

普通預金

6183081

名義：川崎市動物愛護基金寄附金口座
（カワサキシドウブツアイゴキキンキ
フキンコウザ） ※振込手数料は寄付者負担
＊物品の寄付
寄付物品をセンターに直接持ち込むか、郵送（送料は寄付者負担）
してください。
市では、以下の動物関連物品を募集しています。
➡フード、動物用おやつ、シャンプー、爪研ぎ、猫砂など
※動物の健康、安全を考え使用している商品があります。必要としている商品の商品名など
はセンターまでお問い合わせください

川崎市動物愛護

現在、高津区にある市動物愛護センターには、多くの犬や猫
が収容されています。まだ生まれて間もない赤ちゃん猫や病気

子猫たちが元気に育ち、譲渡会などを通じて新しい家族が決まったときが

不妊去勢手術と屋内飼養が徹底
されれば、野良猫も減っていく

＊動物愛護基金への募金

寄付

検索

皆さんとともに、人と動物が共生する社会を

―― やりがいを感じるのはどんなときですか？

「かわさき犬・猫愛護ボランティア」
所属
愛玩動物飼養管理士1級を持つ

迷子札は区役
所
などで配布中

寄付の方法

然体調を崩すこともあり、24時間気の休まる時間がありません。力及ばず
獣医師さんなどに支えてもらいながら活動を続けています。

ミルク猫ボランティア
菊地 幸子さん

Check!

住んでいる区の区役所衛生課までお問い合わせください。

Interview

798-2743

主な用途

る環境を整えれば屋内でも幸せに暮らすことできます。

4

寄付にご協力ください
市動物愛護センター 高津区蟹ケ谷119 ☎766-2237

いとかわいそうと思われがちですが、上下運動ができ

3

センターから3匹の猫を引き取った宮坂さん

少しでも、一度だけでも、大きな力になります。

猫は屋内で飼いましょう。外には感染症や交通事故

また、不妊去勢手術は予期せぬ繁殖を防ぐだけで

2

せっかく飼うなら保護動物を助けた
いと思い、センターに相談しました。
今ではすっかり家族の一員です

◀譲渡会は
気軽に参加
できます

です。

1
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保護 動物の
譲渡について

463匹、1,747件、2,218匹

ミルク猫ボランティアとは

No.1174

身の幸せにもつながります。猫に携わる人たちの意識が向上し、全ての猫が
飼い主と幸せに暮らせる日が来ることを強く願っています。

12月31日
（必着）
までに、①読んだ号
（
「12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

※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

川崎市長

福田 紀彦

収容された犬猫の譲渡会を毎月行っています。 私も何度か譲渡
会を訪れましたが、新しい飼い主さんを見つけて、一匹でも多

やけがをしている子、年を取って少し不自由な犬など実にさま
ざまですが、どれも大切な命です。

くの命を救いたいという温かい気持ちで包まれていることを実感
します。それゆえに、動物を飼うなら最後まで大事にしてくださ

護ボランティア団体の皆さんや獣医師会などのご協力を得て、

くり」
をしっかり進めていきたいと思います。

市では、各種セミナーや教室・イベントなどを通じて
「ペットは
最後まで責任をもって育ててください」
という啓発を行っていま
すが、本当に悲しいことに軽い気持ちで動物を飼って、途中で
投げ出してしまうケースも後を絶ちません。
川崎市のさまざまな取り組みに共感してくださっている動物愛

いねと心から願います。
30年度末に中原区に引っ越しをし、完成する予定の新しい動
物愛護センターには
「命をつなぎ、命を学べる」
をテーマに、こ
れまでは狭くてできなかった市民交流スペースなどを設けます。
これからも市民の皆さんと一緒に
「人と動物が共生する社会づ

⑥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。
［抽選］

04

全 市 版

か わ さ き 市 政 だ よ り

2017（ 平成 29）年

12 月 1 日号

No.1174

行 政 サ ービスコーナー、ふれあいネットなど

市役所などの業務は

▶行政サービスコーナー

年末 は12月28日まで
年始 は 1月4日 から

年末は12月28日㈭19時まで、 年始は1月4日㈭7時半から。

▶コンビニ交付
全国の主なコンビニで、マイナンバーカードを使用して、各種証明
書を取得できます。 年末は12月28日㈭まで、年始は1月4日㈭から。

▶ふれあいネット

市内の施設の業務については各施設にお問い合わせください。
施設の電話番号は市 HP をご覧ください。サンキューコールかわ
さきでもご案内しています。
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

予約申し込み・変更・取り消しは、システム点検などのため、12月
29日㈮0時から1月4日㈭7時まで利用できません。 ※予約の変更・取
り消し期限は、施設によって異なりますので、ご注意ください

※行政サービス端末
（証明書交付機）
は12月28日㈭で廃止します

資 源 物とごみ の収集

法律などの相談

年末年始の収集日は、次の通りです。

環境局減量推進課☎200-2580

200-3923

次の相談は年末年始の休み期間が異
なります。 実施日は区によって異なりま

資源物と普通ごみの収集日

すので、必ずお問い合わせください。

12 月 30 日㈯まで

12 月 31 日㈰～ 1 月 3 日㈬

1 月 4 日㈭から

収集曜日に通常通り収集

収集はありません

収集曜日に通常通り収集

区役所地域振興課。サンキューコー
ルかわさき☎200-3939

※住んでいる地域により収集曜日・品目が異なりますので、確認して出してください
資源物…空き缶、ペットボトル、空きびん、使用済み乾電池、ミックスペーパー、プラスチック製容器包装

相談名称

▶小物金属・粗大ごみ
年末は12月28日㈭まで、年始は1月4日㈭から。 ※収集はいずれも月2回、粗大ごみは申込制。
申し込みは収集日の3日前
（土･日曜、12月31日～1月3日を除いて計算）
まで
粗大ごみ受付センター☎930-5300

930-5310
（聴覚に障害のある人専用）
。 受付時間は月～

多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎
参加者募集
1 本のたすきに思いをつなげて、気持ちの良
い川沿いのコースを走りませんか。

弁護士相談

22 日

9日

弁護士相談
（予約制）

21 日

9日

認定司法書士相談
（予約制）

26 日

16 日

22 日

9日

市営墓地の利用者募集
早野聖地公園
（麻生区）
と緑ケ丘霊園
（高津区）
の利用者を募
集します。
壁面型墓所と集合個別型墓所は、あらかじめ墓石が設置さ

自分で設置できます。 一般墓所は、 墓石・墓碑・囲い・納骨設
備などが設置されていない更地の状態です。
墓所は市が利用を許可するもので、販売するものではあり
ません。

かせた柏原竜二さん＝下写真＝を擁する富士通
陸上競技部 OB チームが参戦予定です。
日時 3 月18日㈰ 7 時半 ～14 時半。荒天中止
場所 古市場陸上競技場、多摩川河川敷マラソンコース
部門 ❶ショート：4 区間計10㎞
❷キッズ・ファミリー：4 区間計 6㎞
❸ロング：5 区間計 21㎞
対象 心肺機能に疾患がなく、万全の体調で参加できる人
12 月22日から募集パンフレットに付いている専用振込用紙で参加料を振り込
むか、
ランネットのHPで。
［先着順］
。※募集パンフレットは12 月15日から区役所、
市民館、スポーツセンターなどで配布。当日の参加は受け付けません
多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎パンフレット発送センター☎ 03-3714200-3599

※申し込みは1人1区画に限ります。 墓石の規格、 申し込み資格
など詳細は募集のしおりをご覧ください

募集のしおり
（申込書）
11月28日から区役所、支所、出張所、行政サービスコー
ナー、道路公園センター、建設緑政局庶務課、霊園事務所、
早野聖地公園などで配布中。

当選者の決定
１月23日㈫10時から総合福祉センター
（エポックなかはら）
で公開抽選。
12月25日
（消印有効）
までに申込書を郵送で〒213-0033
高津区下作延1241霊園事務所。
［ 抽選］
霊園事務所☎811-0013
987-7855

成人の日を祝うつどい
式典、音楽ライブなどを行います。対象者には 12
月上旬に案内状を送ります。
日時 1 月8日㈷

場所 とどろきアリーナ

対象 市内在住で平成 9 年 4 月2 日～ 10 年 4 月 1日に生まれた人
午前の部（10 時半 ～12 時）…川崎・幸・中原・高津区
午後の部（13 時半 ～15 時）…宮前・多摩・麻生区
こども未来局青少年支援室 ☎200-2669

1 月／
開始日

れたタイプ。 壁面型墓所には、墓誌・花立て・線香立てなどを

今年度はゲストチームとして、箱根駅伝を沸

7924。市民文化局市民スポーツ室☎200-3245

12 月／
最終日

司法書士相談

土曜、8時～16時45分
（年末の受け付けは12月30日㈯まで、年始は1月4日㈭から）

200-3900

200-3931

819-4882。 早野聖地公園☎

322-0807

墓所タイプ

使用料

年間管理料

募集数

140万3,000円

7,200円

166カ所

早野聖地公園
集合個別型墓所

71万7,000円

4,100円

10カ所＊

早野聖地公園
一般墓所

66万円
（4㎡）

2,800円

10カ所＊

100万円
（4㎡）

2,800円

16カ所＊

150万円
（6㎡）

4,200円

14カ所＊

早野聖地公園
壁面型墓所

緑ケ丘霊園
一般墓所
＊は全て返還墓所

「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

2017（平成29）年

お

知

ら

せ

12月1日号

◉市政だよりの見方

講座 ･催しなどへの参加申し込み

● 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

次の必要事項を記入してください
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

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
●

ひとり親家庭などへの助成、
貸し付け
納期のお知らせ
固定資産税･都市計画税第3期分
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=申し込み
=問い合わせ
直接 =直接来所
HP =ホームページ

童家庭課、地区健康福祉ステーショ

区計画の変更(登戸・向ケ丘遊園駅周

ン・児童家庭サービス担当。

辺地区)他関連案件。 説明会…

12

◎医療費助成…対象：市内在住のひ

※詳細はお問い合わせください。

月20日 ㈬19時 〜20時半

多摩区

とり親家庭
（母子・父子・養育者家庭）
。

市役所新本庁舎の基本設計について

役 所6階会議室。 縦覧…

12月21

の納期限は1月4日です。 金融機関

子どもが18歳になった日以降の最初

3 4年度 完

やコンビニなどでお納めください。

の3月31日まで(中 程 度 以 上の障 害

成予定の新本

画課､ 多摩区役所､ 多摩図書館､ 登

がある子どもや高校等在学中の子ど

庁舎の基本設

戸区画整理事務所、 市HP。 公聴会

もは20歳未満)。 助成には所得制限

計 がまとまり

…

があります。

ました。詳 細

所6階会議室。 公聴会は公述の申し

は 市HPを ご

出がある場合のみ開催します。 申し

覧ください。

出…縦覧期間中に公述申出書に必

市税事務所資産税課、 市税分室
資産税担当。
市税事務所･分室の納税窓口を
臨時開設
市 税の納 税 窓 口を臨 時に開きま

必要書類を直接、

区役所保険年金課、 支所区民セン
ター保険年金係。

す。 納税相談も受け付けます。

◎子どもの進学に伴う修学資金など

12月16日㈯、17日㈰、9時〜16時

の貸し付け…対象：市内在住の母子･

半

父子家庭、寡婦。審査があり、返済

市税事務所納税課、 市税分

が必要です。

室納税担当。

完成イメージ

総務企画局本庁舎等建替準備室
☎200-0281

200-2110。

都市計画の素案説明会・公聴会

直接、 区役所児

川崎都市計画用途地域の変更、地

日〜1月11日

まちづくり局都市計

2月3日㈯10時から

多摩区役

要事項を記入し直接か郵送で〒2108577まちづくり局都市計画課。
10人。[抽選]

まちづくり局都市計

画課☎200-2712

200-3969。

市民意見（パブリックコメント）募集
より良い市政運営のために、政策についての市民意見（パブリックコメント）を募集しています。各締め切りまでに必要事項も一緒に直接、郵送（いずれも消印
有効）、FAX、市HPで提出してください。郵送は専用郵便番号（210-8577）と局・課名のみの記入で届きます（⑬を除く）。※いずれも書式自由。資料は各提出先、
区役所、市HPなどで公開中（①②は11月28日から、⑬⑯⑰ 21 22 23 は11月27日から、⑭⑮⑲⑳ 24 25 26 は12月1日から公開）。★のあるものは説明会を行います。下
表参照の上、当日会場へ直接。詳細は市HPをご覧ください。
名称
★
①

川崎市総合計画
第2期実施計画素案

★
②

川崎市行財政改革
第2期プログラム素案

③
★
④

富士見周辺地区における
公共施設再編の方向性
（案）

川崎区における市民館機能の
あり方について
（案）

⑥

川崎市河川維持管理計画
（土木構造物編）
（案）

⑦

川崎市都市公園条例の
一部改正
（案）

⑧

川崎市緑の基本計画(案)

⑭

1月5日までに市民文化局市民スポーツ
川崎市スポーツ推進計画の改定
（案）
室☎200-3312 200-3599

12月27日までに総務企画局行政改革マネジ
メント推進室☎200-2050 200-0622

⑮

かわさきパラムーブメント第2期 1月5日までに市民文化局オリンピック・パラリン
ピック推進室☎200-2347 200-3599
推進ビジョンの検討状況

12月25日までに総務企画局企画調整課
☎200-2166 200-0401

⑯

かわさき産業振興プラン
第2期実行プログラム
（案）

⑰

川崎市知的財産戦略及び
推進プログラム(案)

12月25日までに教育委員会生涯学習推
進課☎200-3303 200-3950

⑱

川崎市自転車利用基本方針
（案）

1月5日までに建設緑政局企画課
☎200-2769 200-3973

12月19日までに建設緑政局河川課
☎200-2906 200-7703

⑲

第2期かわさき健康づくり21の
中間評価と今後の方向性(案)

1月9日までに健康福祉局健康増進課
☎200-2451 200-3986

20

第2次川崎市自殺対策
総合推進計画(案)

1月9日までに健康福祉局精神保健課
☎200-3608 200-3932

21

臨海部ビジョン
（素案）

1月10日までに臨海部国際戦略本部臨海部
事業推進部☎200-0524 200-3540

川崎市総合都市交通計画の
改定案

1月12日までに、まちづくり局交通政策
室☎200-3550 200-3970

12月25日までに建設緑政局みどりの企
画管理課☎200-2394 200-3973

優良な宿泊施設及び保育施設等の
12月25日までに、まちづくり局都市計
整備促進に向けた都市機能の導入・
画課☎200-2712 200-3969
更新を誘導する取組み(案)

★
⑩

多摩区役所生田出張所
建替基本計画(案)

★
⑪

川崎市地球温暖化対策推進
基本計画(案)

提出先・問い合わせ

12月27日までに総務企画局企画調整課
☎200-2550 200-0401

区役所と支所・出張所等の
12月25日までに市民文化局区政推進課
機能再編実施方針改定版
（素案） ☎200-2309 200-3800

⑤

⑨

名称

提出先・問い合わせ

12月25日までに市民文化局企画課
☎200-2023 200-3707

★

22

都市計画道路網の見直し方針の
改定
（素案）

23

1月5日までに経済労働局企画課
☎200-2332 200-3920

1月12日までに、まちづくり局都市計
画課☎200-2711 200-3969

12月25日までに環境局地球環境推進室
☎200-2405 200-3921

★

★
⑫

川崎市一般廃棄物処理基本計画 12月25日までに環境局廃棄物政策担当
第2期行動計画
（案）
☎200-2558 200-3923

第4次かわさきノーマライゼーショ 2月5日までに健康福祉局障害計画課
☎200-2654 200-3932
ンプラン改定版(案)

★

⑬

12月26日までに〒213-0015高津区梶ケ
川崎市生産緑地地区の区域の面積要
谷2-1-7JAセレサ梶ケ谷ビル2階都市農業
件緩和について(条例・関連要綱)
（案）
振興センター☎860-2461 860-2464

第5期川崎市地域福祉計画(案)・ 2月5日までに健康福祉局地域福祉課
☎200-2626 200-3637
各区地域福祉計画
（案）

24

25

第7期かわさきいきいき
長寿プラン
（案）

★

26

2月5日までに健康福祉局高齢者事業推
進課☎200-2666 200-3926

★説明会
日時
（開場各30分前）
①②
④
⑩

日時
（開場各30分前）

会場

12月16日㈯10時〜12時半

麻生市民館大会議室

1月19日㈮14時〜16時半

川崎区役所7階会議室

12月16日㈯15時〜17時半

中原区役所5階会議室

1月26日㈮14時〜16時半

幸区役所4階会議室

12月17日㈰11時〜12時

多摩区役所6階会議室

12月21日㈭18時半〜20時

川崎区役所7階会議室

1月19日㈮18時半〜20時45分

中原区役所5階501会議室

12月17日㈰10時〜11時

多摩区役所6階会議室

1月30日㈫14時〜16時半

高津区役所5階第1会議室

1月17日㈬14時〜16時半

宮前区役所4階大会議室

1月23日㈫14時〜16時半

多摩区役所11階会議室

1月20日㈯14時〜16時半

麻生区役所4階第1会議室

⑪⑫ 12月16日㈯10時〜11時半

22

会場

24 25 26

総合福祉センター（エポックなかはら）第3会議室

12月17日㈰14時〜15時半

市役所第4庁舎2階ホール

12月23日㈷14時〜15時半

宮前区役所4階大会議室

12月24日㈰14時〜15時半

麻生区役所4階第１会議室

シティプロモーション担当ツイッター ＠kawasaki̲pr

※ 24 25 26 の手話通訳・要約筆記希望者は1月5日17時までに電話かFAXで健康福祉局
地域包括ケア推進室☎200-0479 200-3926
公式チャンネル

川崎市チャンネル

検索

市公式アプリ かわさきアプリ

検索
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の 続き 申し込み方法は5面参照

所得申告に伴う社会保険料控除
下表の保険料は「社会保険料控除」の対象です。１〜12月に支払った保険
料を、同じ年の所得を申告するときに「社会保険料控除」として申告すると、
所得税と市民税・県民税の負担が軽減されます。

名称

保険料の確認方法

「納付済額のお知らせ」
国民健康保険料 11月上旬に市から送付した

後期高齢者
医療保険料
介護保険料

人

1月26日

中原区役所

70

12月15日9時 から申 込 書を

FAXで南部地域療育センター☎2113181

230-1945。[先着順]。※申

込書は各療育センターで配布中。

日本年金機構から送付された
「社会保険料控除証明書」
(申告
の際に添付が必要）

ると小児乗車料金が50円
（深夜バス

週4日。 詳細は問い合わせるか、区

は100円）
になります。※小児IC定期

役所などで配布中の募集案内をご覧

券は申し出不要です。

くだ さ い。

200-3946。

介護保険認定調査非常勤嘱託員
介護保険認定申請者への訪問調

生田緑地内の
博物館

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 開催中！
「みんなのひろば」に登場するクリ
スマスツリーは、 来春公開予定の映
画をイメージした
帆船バージョン！
屋上
「はらっぱ」
に
は、 日 の 短 い こ
の時期ならではの
光 の 演 出も。
12月25日まで。
©Fujiko-Pro

民家園で福招き！〜お正月をあそぶ
獅子舞の他、正月遊び、正月飾り
の展示など、 新年を祝うさまざまな
催しを開催。 お正月限定のカフェも
営 業。 1月4日
㈭9時半〜16時半
（時間は催し物ご
とに異なります）
。
雨天一部縮小
要入園料
（着物の
人は入園無料）
。

選]。※申込書は区役所、市民館など
健康福祉局精神保健課☎
200-3932。

場所
市役所第 3 庁舎
1 階ロビー

1月17日㈬
〜 25日㈭

幸区役所１階
展示コーナー

1月29日㈪
〜 2月1日㈭

中原区役所
5 階ホール

2月 5日㈪〜 8日㈭

高津区役所１階
市民ホール

2月 13日㈫
〜 15日㈭

宮前区役所 2 階
市民ホール

2月 17日㈯
〜 3月1日㈭

多摩区役所１階
アトリウム

3月5日㈪〜 8日㈭

麻生区役所 2 階
ロビー

いずれも8時半〜17時。

平和館

☎433-0171 433-0232。

順
]
全国高等学校対抗
ボウリング選手権大会

かわさき生ごみリサイクル交流会
吉田俊道氏
（NP O 法 人

チームが出場する大会を観戦できま

の 会 理 事 長）

8577健康福祉局介護保険課☎200-

す。

=写 真=の 講

2455

〜17時

200-3926。[選 考]。 ※ 募

集案内は市HPからもダウンロードで

12月22日㈮〜24日㈰、9時
川崎グランドボウル (川崎

演
「生 ご みリ

駅東口からバス
「教育文化会館前」
下

サイクルで元

車徒歩5分)

きます。

市民文化局市民スポー

ツ室☎200-3245

200-3599。

子どもの音楽の祭典
公募により結成された
「ヤングか

療育講演会
子どものやる気を引き出すための、

岡本太郎美術館

☎900-9898

900-9966

ギャラリースペースで無料展示！
岡本太郎の彫刻作品約30点をギャ
ラリースペースで展示中。 撮影も可
能 です。 1
月28日 ま で。
※常設展は展
示室工事のた
め休室です。
岡本太郎
《こどもの樹》
1985年

☎922-4731

わさきジョイフルバンド」の演奏と市

ミューザ川崎シンフォニーホール
☎520-0200
（10：00〜18：00）
520-0103
川崎駅西口徒歩3分
MUZAランチタイムコンサート1月
日本最大級のパイプオルガンの荘
厳な響きをお楽しみください。パイプ
オルガン：長田真実＝左写真、大平健
介=右写真。曲目：松岡あさひ
「祈りII」
、
メンデルスゾーン
「交響曲第5番 宗教
改 革」
他。 1月24日㈬12時10分開
（全
演 500円
席自由） 直接、
電 話、HPで 同
ホール。

かわさきスポーツパートナー

かわさき宙と緑の科学館
934-8659

12月のプラネタリウム
一般向け投影
「おもいっきりオリオ
ン 座」
。 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」
。20日㈬、10時半〜、
11時半〜ベビー＆キッズアワー。21
日㈭13時半〜星空ゆうゆう散歩
「黄
道12星 座」
。 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。

大地といのち

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20 日㈬19 時5 分開始…アル
バルク東京戦、22 日㈮19 時5 分開始
…大阪エヴェッサ戦、23 日㈷16 時5
分開始…大阪エヴェッサ戦。
前売りはコンビニなどで販売
＊ファンクラブ会員募集中！
会員になると、
チケット引換券や来場
ポイントがもらえる他、
選手との交流イ
ベントにも参加できます。詳しくは川崎
ブレイブサンダースのHPで。
市民文化局市民スポーツ室☎ 2002257 200-3599

気野菜づくりと元気人間づくり」
など。
1月27日 ㈯13時 〜16時
民館

100人

宮前市

12月15日からFAX

か市HPで環境局減量推進課☎2002605

200-3923。[先着順]

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
2017川崎フロンターレ展
ことしの川崎フロンターレの活躍
を、オフィシャルカメラマンによる試合
写真や映像、選手ゆかりの資料など
で振り返ります。アートギャラリー2は
2018年度川崎フロン
ターレ後援会会員に限
り、入場可。 12月16
日〜1月14日。
©KAWASAKI FRONTALE

広報ラジオ番組 公開収録
みんな
来てね

934-8652

722-7122。[抽

12月18日㈪
〜 21日㈭

効)までに必要書類を郵送で〒210-

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

藤子・F・不二雄ミュージアム

かわさき巡回平和展

予 選を勝ち抜いた全 国の約200

事務などをします。 対象…次のいず
専門員の資格取得者❷保健師･看護

200-2853。

12月24日(消 印 有

査(原則自転車を利用)、調査票作成
れかの要件を満たす人❶介護支援

中原郵便局私書箱17号川崎いのちの

200-3608

月1日 〜31年3月31日
（更 新 あ り）
。

１月31日

申 込 書を郵 送かFAXで〒211-8690

かの資格で実務経験が1年以上ある
40人程度。 任期・勤務日…4

総

(消印有効)までに電話かHP、または

で配布中

を支払う前に
「小学生です」
と申し出

交通局管理

しない人は１回のみの受講も可)

師･社会福祉士･介護福祉士いずれ
人。

2月3日〜

3月10日の土曜、主に13時半〜15時

電話☎722-7121

指導課☎200-3737

教育委員会

開催日

電話相談員として必要な精神医学

60人

ミューザ川崎シンフォニーホー

ル。 当日会場へ直接

パネルなどを展示。

川崎いのちの電話
電話相談員養成公開講座

合自治会館他

定)

１

川崎大空襲や広島･長崎の原爆関連

半、全6回(電話相談員の応募を希望

12月23日〜1月8日の期間、料金

☎922-2181

月21日 ㈰13時 開 演(開 場12時 半 予

㈮10時 〜12時

納付書や口座振替で納付した人…１月下旬に市から送付
する
「年間納付済額のお知らせ」

冬休み期間中
小学生の市バス乗車料金が50円に

日本民家園

について話を聞きます。

の基礎などを学びます。

国民健康保険･後期高齢者医療保険＝こくほ・こうきコールセンター☎9820783。介護保険＝区役所保険年金課、支所区民センター保険収納係。国民年
金＝年金事務所、ねんきんダイヤル☎0570-05-1165

課☎200-3235

内小･中学生による音楽発表。

１月下旬に市から送付する
「年間納付済額のお知らせ」

年金からの差し引きで納付した人…年金保険者から送付
される
「公的年金等の源泉徴収票」など

国民年金保険料

保護者と子どものコミュニケーション

パーソナリティー：松原江里佳

COLORFUL KAWASAKI
Winter Specialを見に行こう
FMヨコハマ人気リポーターたちが
川崎の魅力をトークバトル！
12月17日㈰12時〜12時45分
クイーンズスクエア横浜1階クイー
ンズサークル
（みなとみらい駅直上）
※放送は12月22日㈮21時半〜22時
総務企画局シティプロモーション推
進室☎200-3605 200-3915

