
「かわさきパラムーブメント」
　東京2020オリンピック・パラリンピック大会の開催を契機に、私たちの意識や社会環境のバリアを取り除き、誰
もが自分らしく暮らし、社会参加ができる地域づくりを目指して、市民の皆さんと一緒に取り組む運動のことです。

スポーツイベントのボランティア募集 バリアフリー化への推進 など
〈取り組み事例〉

障害の有無にかかわらず参加できるイベントの開催

　市では、「かわさきパラムーブメント」をコンセプトに、誰もが輝けるまちを目指して取り組んでいます。
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

川崎発のプロジェクトやイベントの情報、東京2020オリンピック・パラリンピック
大会や英国事前キャンプ受け入れ関連情報など、詳細は特設HPへ

10歳の時に交通事故で左脚膝下
３分の２を切断。29年５月にテニ
スから陸上競技に転身。大学では
スポーツ健康学を専攻。市内在住

〈等々力陸上競技場にて〉

CHIE YAMASHITA
やました ちえ

かわさきパラムーブメントが目指すもの

かわさきパラムーブメント 検索

――昨年から本格的に陸上競技(100ｍ走)を始めたきっかけは
　事故に遭う前から運動が大好きで、義足になってからも、ずっとテニスを続
けていました。両親も病院の先生も「できないことはない。やったほうがいい」
と言ってくれました。昨年、大学の授業で競技用義足と出合い、走り始めてか
らは、毎日が楽しくて。子どもの頃、リレーの選手になったときに、すごく気
持ち良かったことを思い出しました。

――走ることにかける思いを聞かせてください
　目標はもちろん2020年の東京パラリンピック。その前に大会で実績を残し
ていかないと。短距離走は数秒で決まる本番一発勝負です。そこで自分が結
果を出せるのか。今からワクワクしています。
　義足体験イベントに出るとよく感じるのですが、子どもたちは「なんで脚を
切ったの？」「良かったことは？悪かったことは？」と遠慮なく聞いてきます。一方
で、大人からは「私たちに手伝えることはありますか」と言われます。でも、私
に関していえば、できないことはほとんどありません。だから何よりも、心の
壁をつくらないでほしいと思うんです。障害のある人もない人も、パラリンピッ
クを、スポーツを、ただ一緒に楽しんでほしい。バリアを楽しさで取っていき
たい。そう思いながら、いつも全力で走っています。

一番大切なのは、
心の壁をつくらないこと

学生ランナー　山下 千絵

かわさきパラムーブメント特集インタビュー

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：150万5,357人（前年同月比13,780人増）　世帯数：71万7,241世帯
川崎市のデータ（平成30年1月1日現在）
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　各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。資料は各提出先、区役所、市HPなどで公開中

（❷～❹は1月22日から）。
　 締め切りまでに履歴書を郵送で〒210-8577消防局人事課☎223-
2533 223-2520。[選考]。※詳細は市HPをご覧ください。 

　いずれも 締め切りまでに簡易書留で選考案内にある指定場所へ。[選
考] 交通局庶務課☎200-3215 200-3946。※選考案内は市バスHPでご
覧になれる他、市バス営業所･乗車券発売所、区役所などで配布中。

試験日…3月4日㈰

選考日…2月15日㈭

02 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

2018（平成 30）年　1 月 21 日号　No.1177

名称 提出・問い合わせ

❶ 南武支線沿線まちづくり方針（案）

2 月19 日( 消印有効 )までに
〒 210-8577 まちづくり局
防災まちづくり推進課
☎ 200-2707 200-3967

❷ 建築基準法第 43 条第 1項ただし
書の規定に基づく許可の基準（案）

1月22日～ 2 月21日( 消印有効 )に
〒210-8577まちづくり局
建築指導課
☎ 200-3007 200-0984❸ 建築基準法第 56 条の 2 第1項ただ

し書の規定に基づく許可の基準（案）

❹ 川崎市契約規則の一部改正（案）
1月22日～ 2 月22日( 消印有効 )に
〒 210-8577 財政局契約課
☎ 200-2090 200-9901

試験区分 資格 人数 締め切り

技能職員
( 市バス運転手 )

❶昭和 43 年 4 月 2 日以降
生まれ❷大型自動車第二種
免許を保有❸両眼とも裸眼
か矯正視力が 1.0 以上

8 人
程度

2 月 22 日
( 消印有効 )

車両技術職員
( 市バス整備員 )

❶昭和 56 年 4 月 2 日以降
生まれ❷二級自動車整備士
免許（ガソリンかジーゼル）
を保有か取得見込み❸両眼
視力が 1.0 以上で各眼視力
が 0.7 以上（矯正含む）

若干名

市民意見（パブリックコメント）募集

市職員募集

選考区分 対象 人数 締め切り

精神（発達）障害者
を対象とした
非常勤嘱託員

（事務）

精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けていて、就労支
援機関から支援を受けるこ
とができる人

2 人 2 月 6 日
( 必着 )

　 締め切りまでに申込書を直接か簡易書留で〒210-8577総務企画局人
事課 ☎200-3993 200-3753。[選考]。※選考案内は市HPでご覧になれる
他、情報プラザ、区役所などで配布中。

選考区分 業務内容 人数 締め切り

消防局
非常勤嘱託員

消防局か各消防署での事務
補助業務 若干名 2 月 16 日

( 消印有効 )

医療費控除の領収書が提出不要に
　29年分の確定申告から領収書の代
わりに「医療費の明細書」の提出が必
要となります。詳細は国税庁HPをご
覧ください。医療費通知(｢医療費の
お知らせ｣)を提出すると明細の記入を
省略できます。※本人負担額の記載
の無い医療費通知は使用できません。
市民税･県民税の申告も同様です。

川崎南税務署☎222-7531、川崎
北税務署☎852-3221、川崎西税務
署☎965-4911。市税事務所市民税
課、市税分室市民税担当。
30年度保育所利用保留に
ついての相談

　30年度の保育所などの利用調整結
果を１月26日に郵送します。利用保留
となった人を対象に利用相談や川崎
認定保育園などの案内を1月29日か
ら行います。実施期間や時間などは
郵送する通知に同封する案内をご覧
ください。 区役所児童家庭課、地
区健康福祉ステーション。
猫の不妊･去勢手術補助金(第2期)

　対象…市内在住で責任を持って猫
を世話していて、29年4月～3月に
協力動物病院で手術を受けさせた
人。補助額…メス１匹3,000円。オ
ス１匹2,000円。 ※ 第1期（29年12
月末まで）に申請した人も可。各期１
世帯3匹まで。補助金交付予定額が
予算に達した時点で締め切ります。

3月30日までに申請書を直接、
区役所衛生課。[先着順]。※申請書
は協力動物病院で配布中。市HPか
らもダウンロードできます。
仕事選びに役立つ適性検査が
受けられます

　15～39歳の就職を希望する人が
対象。結果をもとに就活のアドバイス

が受けられます。検査を受けるには
利用登録が必要です。詳細はお問い
合わせください。 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。
公園内運動施設の供用時間の変更

　4月からの供用時間は次の通りです。

　　建設緑政局みどりの企画管理課
☎200-2394 200-3973。
ヨネッティー堤根の休館

　1月26日～2月4日は工事･点検の
ため休館します。 ヨネッティー堤根
☎555-5491 555-5884。
市立川崎図書館の休館

　2月18日㈰はビル保守点検のため
休館します。 市立川崎図書館☎
200-7011 200-1420。
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）。 2月9日㈮、
９時～12時、13時～16時 宮前区
役所 市民オンブズマン事務局☎
200-3691 245-8281。

里山保全活動（ササ刈り）体験者
　鎌を使ってササ刈りに挑戦します。

2月10日㈯9時～11時45分。小
雨決行 黒川よこみね緑地 小学4
年生以上の30人（小学生は保護者同
伴） 2月7日(必着)までに全員の
必要事項を記入しFAXかメールで建
設緑政局みどりの協働推進課☎200-
2365 200-7703 53mikyo@

city.kawasaki.jp [抽選]
体験型農園新規利用者

　農業者の指導で野菜などを作りま
す。初めての人でも安心して楽しめ
ます。募集農園…❶やまだ農園(宮前
区平)❷三平果樹園(多摩区登戸)❸さ
むはら農園(麻生区古沢)。期間…3
月中旬～31年1月下旬。詳細は案内
をご覧ください。 2月9日(必着)
までに希望農園も記入し往復ハガキ
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。申し込みは１世帯１通。
[抽選]。※案内は同センター、区役
所などで配布中。市HPでもご覧にな
れます。
すくらむ21まつり～出演者など

　男女共同参画にちなんだイベントに
参加する団体か個人。 6月24日㈰
10時～15時 すくらむ21 ❶ホー
ルステージ出演者…6団体程度。❷
ホールステージ司会者…１人。❸お
まつりひろば(屋外)出店者…8店程
度。❹広場･館内アナウンス･･･１人。

❺女性起業家ミニ見本市ブース出店
者…屋外2店程度、屋内5店程度。
❻屋内イベント出展団体…4団体以
内。いずれも市内を中心に活動して
いること。打ち合わせ、説明会、リ
ハーサルなどに参加必須。❶❷❹❻
は補助金か謝礼あり。❸❺は出店料
2,000円が 必 要。 2月23日(必
着。直接とFAXは17時)までに申込
書を直接、郵送、FAX、HPで〒213-
0001高津区溝口2-20-1すくらむ21
☎813-0808 813-0864。[選考]。
※申込書は1月23日から区役所、市
民館などで配布。すくらむ21のHPか
らもダウンロードできます。

かわさき多摩川シンポジウム
　防災の取り組みについての講演や
行政と地域住民のパネルディスカッ
ション。 2月2日㈮18時～20時半

（開場17時半） 多摩市民館3階大
会議室 当日先着150人 多摩川
エコミュージアム☎ 900-8386(月

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

施設名 月 時間

陸上競技場
（等々力・古市場）

補助競技場
（等々力）

4～10月 9時～18時

11～翌3月 9時～17時

運動広場
（等々力）

4～10月 6時～18時
11～翌1月 8時～16時
2～3月 8時～17時
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曜を除く10時～16時)。建設緑政局
河 川 課 ☎200-3561 200-7703。
上級救命講習会

　 2月11日㈷9時～18時 宮前消
防署 30人 1,000円 1月26
日9時から電話で市消防防災指導公
社☎366-2475 272-6699。[先
着順]
川崎病院市民公開講座
「ここまで進歩した白内障手術」
　白内障の予防と治療などについて学
びます。 2月16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。
ストレスとの上手な付き合い方

　職場の人間関係などの悩みの対処
法を事例を交えて講義します。 2月
17日㈯10時～12時 産業振興会館

15～39歳の30人 1月25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］
輝ける女性の
子づくり子育て支援セミナー

　小児時期の食生活や乳児期の愛着
形成などについて学びます。 2月17
日㈯14時～16時半 エポックなかは
ら 170人 1月25日9時から電話、
メールで市薬剤師会☎211-2325
233-5456 kawayaku@alto.ocn.
ne.jp [先着順]
オペラスクオーラ

　一流講師の講話と実演からオペラ
の魅力を学びます。 2月21日、28日、
3月7日、28日、4月18日の水曜、13
時半開講(最終日のみ10時半開講)、
全5回 昭和音楽大学北校舎 180
人 3,000円 2月9日(必着)まで
にハガキかFAXで〒215-0004麻生
区万福寺6-7-1アートセンター ☎955-
0107 959-2200。［抽選］
健康経営セミナー

　従業員の健康管理に積極的に関わ
る意義や課題を学びます。 2月23
日㈮18時半～20時半 産業振興会
館 90人 1月25日からFAXかメー
ルで専修大学商学研究所☎ 900-
7838 shouken@isc.senshu-u.
ac.jp [先着順] 経済労働局労働
雇用部☎200-3653 200-3598。

順]猫の行動学～猫の気持ちを知るヒント
　猫とよりよい生活を送るための研
修会。 2月24日㈯14時～16時
高津区役所 100人 1月25日か
ら電話、FAX、メールで動物愛護セ
ンター☎766-2237 798-2743
40dobutu@city.kawasaki.jp[先
着順]
ひとり親家庭向けパソコン講座
❶パソコン中級講座･･･ 3月1日～
22日の木曜、9時半～12時半、全4
回 ワード・エクセルの基礎知識があ
る8人。
❷パソコン基礎講座･･･ 3月6日～

27日の火曜、9時半～12時半、全4
回 文字入力ができる8人。
　いずれも市内在住の、ひとり親家
庭の父母か寡婦が対象。保育あり（1
歳～小学2年生、10人、要予約） 母
子・父子福祉センター 500円 ❶
は2月15日、❷は2月22日（いずれも
必着）までにハガキに志望動機と保育
の有無も記入し〒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。[選考]
「消費生活サポーター」養成講座
　地域で消費者トラブルの見守りや
消費生活情報の普及などをするため
の知識を学びます。 3月3日㈯、10
日㈯、14時～17時50分、全2回
高津市民館 18歳以上(3月末時点)
の40人 2月5日9時半から電話、ま
たは申込書をFAXで全国消費生活
相談員協会☎03-5614-0543(平日
9時半～17時) 03-5614-0743。
[先着順] 消費者行政センター☎
200-3864 244-6099。※申込書は
2月5日から区役所、市民館などで配布。
保育士試験直前対策講座

　4月の筆記試験に向けて必要な
知識やポイントを学びます。 3月3
日、10日、17日 の 土 曜、9時 ～17
時、全3回 高津区役所 保育士
試験を受験予定で、市内在住また
は市内保育施設で就業中の人
2月15日までに市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]
歴史講演会「南武線の歴史をたどる
～南武鉄道時代を中心に」

　講師･渡邉恵一氏（駒沢大学教授）。
3月4日 ㈰14時 ～16時(開 場13時

半) 市役所第4庁舎2階ホール
当日先着150人 公文書館☎733-
3933 733-2400。
家庭介護教室
「ベッド上でのおむつの使い方」
　介護専門学校の講師から学びます。

3月5日㈪13時半～16時半 高齢
社会福祉総合センター 1月25日
から直接か電話で高齢社会福祉総合
センター☎976-9001 976-9000。

［先着順］
犬のしつけ方教室

　 3月7日㈬14時 ～16時 中 原
区役所 40人 2月1日から電話
で動物愛護センター☎766-2237
798-2743。[先着順]
環境エネルギーセミナー
「スマートハウスで快適な暮らしを」
　太陽光発電や蓄電池などを活用し
たスマートな（賢い）暮らしについて紹
介します。 3月8日㈭13時半～15
時 産業振興会館 50人 1月
25日から電話、FAX、市HPで環境
局地球環境推進室☎ 200-2514
200-3921。 [先着順]
ドクターと学ぶ健康料理教室

　医師から健康的な食生活について
話を聞き、料理を作ります。 3月9日

㈮❶10時半～13時❷14時半～17時
東京ガスキッチンランド川崎(川崎駅

東口徒歩6分) 各16人 1,500円
1月25日9時から電話かFAXで東京
ガス川崎支店☎211-7212（平日9時
～17時） 211-7138。[先着順]
病院局経営企画室☎200-3702
200-3838。
知っておきたい「お金のこと」
～見えないお金

　電子マネーやクレジットカードの特
徴を学びます。 3月10日㈯13時半
～15時半 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、10人。保育あり（1歳～小学
2年生、10人、要予約） 1月25
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]
ぜん息児水泳教室

　 5月7日～7月9日の月曜、❶16
時20分～17時 半❷17時20分～18
時半の２グループで実施、いずれも
全10回 スポーツクラブエポック中
原(武蔵中原駅徒歩3分） 市内在住
でぜん息がある小学生、❶❷合わせ
て120人 3月2日（必着）までに申
込書を郵送か市HPで〒210-8577健
康福祉局環境保健課☎200-2487
200-3937。［抽選］。※チラシと申込
書は1月25日から区役所などで配布。

民家園の年中行事展示
　年中行事の飾り付けなどを古民家
で再現します。節分・ヨウカゾウ･･･
2月12日まで。蚕

こ か げ さ ん

影山縁日･･･ 3月
10日～23日。いずれも9時半～16時
半(3月は17時まで) 日本民家園 要
入園料 日本民家園☎922-2181
934-8652。
宮崎ＰＲイベント

　市と連携協定を結んだ宮崎県を紹
介するイベントです。
◎崎×崎ひなたフェア･･･宮崎の物産
展、みやざき犬のPRステージ。 1月
27日㈯ ～29日㈪、10時～19時。29
日は物産展のみ イトーヨーカドー武
蔵小杉駅前店(武蔵小杉駅徒歩3分)。

◎宮崎県×川崎市～仲見世ハシゴし
ナイト･･･仲見世通の参加店を巡り、
宮崎の特産品を使ったメニューを味わ
えます。詳細は仲見世通商店街のHP
をご覧ください。 2月21日㈬、22日
㈭ 仲見世通（川崎駅東口徒歩3分）。
　いずれも 経済労働局商業振興課
☎200-2352 200-3920。
◎宮崎国際音楽祭in川崎サロン･コ
ンサート「ひなたの一日」･･･ 3月1日
㈭。❶0歳のための音楽会：11時開

演 500円❷ピアノ･トリオの午後：15
時開演 1,000円❸フェスティバル･
アンサンブル：19時開演 2,000円。
※❷宮崎茶❸宮崎産焼酎などの試飲
付き。チケット販売中 ミューザ川崎
シンフォニーホール市民交流室 各
100人 直接、電話、HPでミュー
ザ川崎シンフォニーホール☎520-
0200(10時～18時) 520-0103。
[先着順]
障害者スポーツデー

　❶障害者スポーツ体験(ボッチャ、
卓球バレーなど)、オープンエアーダ
ンス教室… 2月3日㈯9時～11時
45分(開場9時) 高津スポーツセン
ター小体育室。❷ホイールチェアフッ
トボール体験会… 2月17日㈯10時
～12時（開場10時） 宮前スポーツセ
ンター小体育室 当日先着各50人。
いずれも 市民文化局市民スポーツ
室☎200-3547 200-3599。
関東ボッチャ選手権神奈川大会

　東京2020
パラリンピッ
ク競 技 大 会
正 式 種目で
あるボッチャ

の大会を観戦できます。体験会も同
時開催。 2月3日㈯12時～18時、4
日㈰9時半～15時半 カルッツかわ
さき 市民文化局市民スポーツ室☎
200-3547 200-3599。
めぐみちゃんと家族のメッセージ
～写真展

　昨年10月に開催した「市民のつど
い」の模様や横田めぐみさんの父・滋
さんが撮影した写真などを展示。
2月5日㈪～9日㈮、8時半～17時
15分（9日は15時まで） 市役所第3
庁舎1階ロビー 市民文化局人権・男
女共同参画室☎200-2688 200-
3914。
外国人市民による
日本語スピーチコンテスト

　来日5年未満の外国人市民が、日
本での体験などをスピーチします。
2月10日㈯13時～15時半（開場12時
半） 国際交流センターホール 当日
先着200人 交流会（15時半～16
時半。中学生以上、100人）のみ要申
し込み。1月25日9時半から電話かメー
ルで市国際交流協会☎435-7000
435-7010 kiankawasaki@kian.
or.jp ［先着順］
ごえん楽市（かわさき
ボランティア・市民活動フェア）

　75の市民活動団体が出展。パネル
展示、パラスポーツ体験、川崎野菜
の販売など。 2月12日㈷10時～16
時 中原市民館 かわさき市民活動
センター☎430-5566 430-5577。

「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
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　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.19 

川崎フロン
ターレ

 田中 碧 選
手

　川崎生まれの川崎育ち。177cmのミッドフィールダー。小学3年生で
川崎フロンターレのアカデミー入り。Ｕ-18ではキャプテンを務め、昨年トッ
プチームに昇格した期待の若手選手。

田
た な か

中 碧
あお

 選手 （19歳）

市スポーツ特別賞を贈呈

　富士通フロンティアーズ（アメリ
カンフットボール）が、1月3日の
ライスボウルで優勝し、2年連続
3度目の日本一に輝きました。こ
の快挙をたたえ、スポーツ特別賞
を贈呈しました。
市民文化局市民文化振興室☎

200-2029 200-3248

検索

かわさきイベントアプリ

かわさきの

市役所通りで行われた優勝パレード

イベント情報は
アプリでチェック！

iPhone Android

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

　チームは昨年、J1リーグで初優勝を果たす。約5万人が集まった優勝パレードでは、オー
プンバスの上からたくさんの笑顔を見ることができた。「いつも応援してくれるサポーター
の皆さんに喜んでもらえたことが何よりもうれしかった。さまざまな人に支
えられていることを実感し、もっと強くならなくてはと決意を新たにしました」
と、目を輝かせる。
　ピッチの外に出ても、地域とのつながりを大切に考えている。子ども好
きの田中選手の楽しみは、チームが定期的に行っているサッカー教室。「元
気いっぱいの子どもたちを相手にするのは、大変だけど楽しい。疲れが吹っ

飛ぶくらいパワーをもらえます」。
　来シーズンに向けて、けがをしな
い体づくりに励む。「少しでも多く出
場してチームに貢献したい。そして、
またタイトルを取って皆さんと一緒に
喜びたいと思っています」と、熱く語っ
てくれた。©KAWASAKI FRONTALE

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

　点字・音声パソコン体験、オルゴー
ルと蓄音機のコンサートなど、楽しみ
ながら視覚障害のことが分かるイベン
トです。 2月17日㈯10時～16時
ふれあいプラザかわさき 視覚障害
者情報文化センター☎222-1611
222-8105。
男女平等かわさきフォーラム
　春風亭鹿の子（落語家）による講演
と落語。 2月17日㈯14時～15時半
（開場13時半） 高津市民館大会議
室 当日先着280人 保育（1歳
～就学前、先着5人）、手話通訳、要
約筆記は要申し込み。2月2日までに
市HPか区役所などで配布中の申込書
をFAXで市民文化局人権・男女共同
参画室☎200-2300 200-3914。
ごみゼロカフェ
　家庭の食品ロス削減についてワー
クショップで考えます。講師・上岡美
保氏（東京農業大学教授）。。2月
18日㈰13時半～16時半 高津市
民館 30人 1月25日からFAX
か市ＨＰで環境局減量推進課☎200-
2605 200-3923。［先着順］
人形劇「河の童

わっぱ

」
　ろう者と聴者によるプロの人形劇団
「デフ・パペットシアター・ひとみ」の「共
生」をテーマにした作品。 2月22日
㈭～25日㈰、14時開演（23日のみ19
時開演も） ソリッドスクエア（川崎駅
西口徒歩6分） 一般3,000円、中
学～大学生2,500円、小学生以下
2,000円（当日券は各300円増）。チ
ケット販売中 電話、FAX、メー
ルで現代人形劇センター☎777-2228
（平日10時～18時） 777-3570
deaf_hp@puppet.or.jp ［先 着 順］
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。

わが町かわさき映像創作展
表彰式・作品上映会
　市民や学校団体からの応募作品の
うち入賞作品の表彰と上映会を行い
ます。 2月24日㈯13時半～16時
半 総合教育センター 2月23日
15時までに電話で総合教育センター
☎844-3712 844-3651。［事前
申込制］
羽田空港・川崎工場夜景クルーズ

　 2月24日
㈯。荒天中止
❶16時 ～18
時…大森ふる
さとの浜辺公

園船着場から乗船、根本造船所で下
船❷18時半～20時半…根本造船所か
ら乗船、大森ふるさとの浜辺公園船着
場で下船 小学生以上、各100人（中
学生以下は保護者と参加） 中学生以
上3,500円、小学生2,000円 1月25
日10時から電話かHPで旅プラスワン
☎03-6866-9608（祝日を除く月～土
曜10時～18時）。［先着順］ 経済労働
局観光プロモーション推進課☎200-
2327 200-3920。
ナイター寄席～えいごで落語
　立川志の春（落語家）による英語の
落語を抹茶・菓子付きで楽しみます。
2月24日㈯17時～19時 国際交

流センター 11歳以上、30人（中学
生以下は保護者と参加） 2,000円

1月31日（必着）までに全員（2人
まで）の氏名と年齢も記入し往復ハガ
キで〒211-0033中原区木月祗園町
2-2市国際交流協会☎435-7000
435-7010。［抽選］
被災地復興支援～東京交響楽団
チャリティーコンサート
　曲目はベートーベンの交響曲第6番
「田園」他。 3月11日㈰14時半開
演 ミューザ川崎シンフォニーホー

ル 小学生以上、800人。※当日、1人
1,000円以上の寄付をお願いします
2月16日（必着）までに人数（2人ま

で）と全員の氏名も記入しハガキで
〒158-8570 3/11ミューザ・チャリ
ティ事務局。［抽選］ ミューザ川崎シ
ンフォニーホール☎520-0200（10時
～18時） 520-0103。
マタニティ＆おやこコンサート
　東京交響楽団メンバーが小さい子
どもも楽しめる曲を演奏。 3月12
日㈪10時半～11時半 高津市民館
150人 2月9日（消印有効）まで

に全員（5人まで）の氏名と年齢も記入
し往復ハガキで〒210-8577市民文
化局市民文化振興室☎200-2030
200-3248。［抽選］
川崎いのちの電話チャリティー
寄席「柳家三三独演会」
　 3月18日㈰13時半～16時
エポックなかはら 6歳以上、600
人（中学生以下は保護者と参加）
3,500円（当日券4,000円） 1月25
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。
自然体験フェスティバル
　ツリークライミングや工作など、
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自然を満喫できるプログラムが盛り
だくさん。アウトドアならではのドラ
ム缶ピザも味わえます。 3月18日
㈰10時～14時。荒天中止 黒川青
少年野外活動センター 3歳以上、
350人（小学生以下は保護者と参加）
500円 2月28日（必着）までに

全員の氏名と年齢も記入し往復ハガ
キ（1家族1枚）で〒215-0035麻生区
黒川313-9黒川青少年野外活動セ
ンター☎986-2511 986-2522。
［抽選］
市定期能～金春流
　 3月25日㈰。1部…13時から。
狂言「昆

こ ぶ う り

布売」、能「羽
はごろも

衣」。2部…
15時半から。狂言「伯

お

母
ば

ケ
が

酒
さけ

」、能
「舎

し ゃ り

利」 川崎能楽堂 各148人
各4,000円（25歳 以 下 は3,000円）

2月14日9時から直接、川崎能
楽堂。［先着順］。※残席がある場合
のみ2月14日12時から電話☎222-
7995かHPでも受け付け 市文化財
団☎222-8821 222-8817。

2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）

アイeyeセンターまつり


