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　市内外の方から「福田さんの川崎市内おすすめスポットはど
こ？」と聞かれることが結構あります。もちろんたくさんのおすす
めがありますので、「今の時季ならあの場所のここのポイントは良
いですよ」と季節ごとに場所やイベントなどをご紹介するようにし
ています。
　では、いよいよ夏本番を迎えるこのシーズンはどこと問われ
れば、生田緑地が必ず候補に入っています。私自身も子どもの
頃からよく通っていた所ですが、当時から比べると格段に内容
や管理が充実して素敵になっています。ただ「行かれたことあり
ますか？」と逆に尋ねると、意外にもまだ訪れたことがない方が

多い印象を受けます。表紙の写真のように、都市部にありなが
らメタセコイアの林に包まれる感覚を味わえたり、クヌギやコナ
ラを中心とした雑木林、ボランティアの皆さんによる生息空間の
保全・管理のおかげもあって貴重な生物も見ることができます。
さらに緑地内にある「かわさき宙

そら

と緑の科学館」のプラネタリウム
は世界最高クラスの圧巻の星空を体験することができます。
　子どもたちにとっては夏休みの自由研究のお題には事欠かな
い場所でありますし、すべての世代が行くたびに再発見、感激
のあるところです。私たち市民の大切な緑地であり、多彩な魅
力を持つ生田緑地を、ぜひこの機会に楽しんでみてください。

生田緑地へ行ってみてください

川崎市長
福田 紀彦
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・向ケ丘遊園駅南口から徒歩13分
・登戸駅生田緑地口から徒歩25分 電車

・東口へは…向ケ丘遊園駅南口より市バス【溝
19】おし沼経由「溝口駅南口」行き、武蔵溝ノ口駅

南口より市バス【溝19】生田緑地入口経由「向丘遊園駅南
口」行き＝ともに「生田緑地入口」下車徒歩3分。登戸駅生
田緑地口バスターミナルより市バス（藤子・F・不二雄ミュー
ジアム経由）「生田緑地」行き＝終点下車すぐ（10時台～16
時台に２時間に1本の運行、藤子・F・不二雄ミュージアム休
館日は運休）。梶が谷駅より東急バス「向ケ丘遊園駅南口」
行き＝「飯室」下車徒歩10分。
・西口へは…向ケ丘遊園駅北口より小田急バス【向10】「専
修大学前」行き＝終点下車徒歩5分

バス

・東口と西口に駐車場あり（※土日祝日は混雑します
ので、できるだけ公共交通手段を利用してください）車

◦アクセス◦

ここがすごいぞ！ 生田緑地

　各施設を巡りスタンプを３つ集めた人には、藤子・F・不二雄ミュージ
アム特製クリアファイルをプレゼント。５つ全部を集めてクイズに答える
と、正解者の中から抽選ですてきな賞品が当たります。台紙は対象施
設の他、東口ビジターセンター、西口サテライトで。

期間　７月１4日～９月２日
対象施設　日本民家園、か
わさき宙と緑の科学館、岡
本太郎美術館、藤子・F・不
二雄ミュージアム、登戸行
政サービスコーナー

夏休み 生田緑地スタンプラリー

一度は行きたい！

　 夏こそ行きたい！

顔に、眉を立てたような模様が
あるアカトンボです

※動植物の採取はできません　※自然条件などが影響するため、必ず観察できるわけではありません

マユタテアカネ

夏の宝探し 　自然あふれる環境の中、この時季ならではの動植物を観
察してみましょう。

雄の腹部は黒に鮮やかな瑠璃
色。美しさが際立つトンボです

　多摩丘陵にある生田緑地には、
ワクワク・ドキドキが満載です。夏
ならではの楽しみ方とともに、そ
の魅力を紹介します。ぜひ、出掛
けてみてください！
生田緑地東口ビジターセンター

☎933-2300 933-2055

２８年７月～８月、川崎区内の真夏日（最高気温が３０度以上の日）日数が４２日で平均
気温が２７.３度だったのに対し、生田緑地は２０日で２５.３度。都会の避暑地です
※２８年度市内気温分布調査（環境局）。ここで比較した観測地点は川崎区の田島一般環境大気測定局と
緑地内の生田緑地整備事務所

涼しいんです
面積は179.3ヘクター
ル。 東京ドーム約３８
個分もあります

広いんです

…木陰のピクニックテーブル

…こんな写真が撮れます

全体として下り坂で、暑い日には
オススメです

テント設置禁止の公園が多い中、
西口広場には小型テントを張れま
す。近くにはアイスクリームの自
動販売機もありますよ

整備された芝生で心地良いひとと
きを※中央広場から徒歩20分

巨大な「母の塔」は絶好
の撮影スポットです

岡本太郎の彫刻と大自然を目で楽しみつ
つ、おいしさ＆涼しさあふれるメニューは
いかが！？※写真の「宇治抹茶かき氷」「ジャスミン
レモンティー」は９月上旬までの夏限定メニュー

自由研究のテーマを探してみては!?
最新型のプラネタリウムも楽しめます

地図内の で、森林の香りを感じな
がらピクニックタイムをどうぞ

森林浴ランチはいかが

子どもに大人気！冷たい水に触って
大はしゃぎ！！※服が濡れた状態では各施
設に入館できません

日傘を使えば、もっと
快適に！おしゃれに！

テントでのんびり

芝生の上で
ゆったり

大自然を一望
しながらカフェタイム

表紙写真もここで撮影し
ました

高さ３０ｍを超える大木は圧巻

7月31日(必着)までに、①読んだ号（「7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区版への意見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
❶日本民家園招待券 5組10人　
❷かわさき宙と緑の科学館プラネタリウム招待券 5組10人
❸岡本太郎美術館招待券 5組10人
❹図書カード（1,000円券） ５人

生田緑地 検索各施設の入場料、開館時間、イベントやスタンプラリーの詳細などは

自然・天文・科学がテーマ

西口広場

初山広場

カフェテリアTARO

cafe星めぐり（科学館隣接）前噴水

木陰のピクニックテーブル

かわさき宙
そら
と緑の科学館

西口➡東口のルート

岡本太郎美術館

メタセコイアの林

夏を涼しく過ごす知恵が　
　詰まった納涼イベントも

古民家などを集めた野外博物館に
は、山側から気持ちの良い風が吹
き抜けます。 夏には、打ち水や水
鉄砲などのイベントも。水車前では、
涼しさあふれるワンショットをどうぞ

日本民家園

芸術は爆発だ

都会のオアシスをぶらり

涼しさ満点の噴水

晴れた日には富士山も見えます

絶景を楽しみたい人はここ！

枡形山展望台

クロスジギンヤンマ

大きな白色の花が特徴で、麻生区、
神奈川県の花としても知られています

ヤマユリ
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「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

　日本全国から集まった約 900 種類、約 30,000 個の風鈴を展示即売します。

日時　7月27日㈮13時半～16 時（開場 12 時半）
場所　サンピアンかわさき大ホール
人数　当日先着 400 人

（手話通訳あり。7 月 17 日までに FAX で要申
し込み）

市民文化局人権・男女共同参画室
☎ 200-2316 200-3914

日時　7 月18 日㈬～ 22 日㈰、10 時～ 18 時（20 日は 20 時まで）。荒天中止
場所・ 川崎大師平間寺☎ 266-3420 277-8173

経済労働局観光プロモーション推進課☎ 200-2308 200-3920

　市民の知る権利を保障し、より開かれた市政を実現するための情報公開制
度には、公文書公開、個人情報保護、会議公開などがあります。

公文書公開制度
　前年度に比べて開示請求件数が増加。処
分に対する不服申し立ては 8 件でした。出
資法人（市の出資比率 25％以上の 22 法人）
の情報公開制度は、38 件の文書開示申し出
があり、異議の申し出はありませんでした。

個人情報保護制度
　個人情報ファイルの届け出件数は 61 件。
開示請求件数は前年度より増えました。その
他、訂正請求は 2 件（拒否 2）、提供の停止
請求は 1件（拒否 1）で、不服申し立ては 4
件ありました。個人情報保護委員（弁護士に
委嘱）が対応した苦情処理は 21件でした。

会議公開制度
　193 の審議会などについて、その開催数は前年度より増加し、延べ 2,225 回、
傍聴者数は 295 人でした。
　市の審議会の会議開催日程などは区役所や市 HP などで、会議録は公文書館
と情報プラザで、ご覧になれます。

総務企画局行政情報課☎ 200-2107 200-3751

川崎国際多摩川マラソン 参加者募集
元気あふれる「かわさき」を駆け抜けよう！ 全国の涼やかな音色が約900種

川崎大師風鈴市

　詳細は区役所、市民館などで配布中の報告書か市 HP をご覧ください。

　市民から申し立てがあった市政
への苦情を調査・解決し、市政を監
視・改善する制度です。
　29 年度の受付件数は 79 件で、
児童福祉や施設利用に関する申し
立てが多くみられました。処理状況
は右図の通りです。

市民オンブズマン事務局
☎ 200-3691 245-8281

月・水・金曜…13時～19時、土曜…9時～15時（祝日、年末年始を除く）
○いじめ、友達との関係など子どもの相談
　子どもあんしんダイヤル（子ども専用）70120-813-887、大人用☎ 813-3110
○ドメスティックバイオレンス、性差別など男女平等に関わる相談☎ 813-3111

情報公開制度 29年度の運営状況市民オンブズマン 人権オンブズパーソン
29年度の活動報告

開催日時　11 月 18 日㈰ 9 時半～ 12 時半。荒天中止
会場・コース　等々力陸上競技場、多摩沿線道路、多摩川河川敷マラソン
コース
種目　ハーフマラソン（21.0975㎞）、10㎞、3㎞、ファミリーファンランニ
ング（約1㎞）

市民枠先行募集は 7 月 16 日 21時から、一般募集は７月 23 日 21時から、
大会 HP で。［先着順］
※対象、参加料、申し込みなどの詳細は大会パンフレットをご覧ください。大会
パンフレットは 7 月初旬から区役所、市民館、スポーツセンターなどで配布

市民文化局市民スポーツ室☎ 200-3245 200-3599
　

　等々力陸上競技場をスタート・フィニッシュとする人気大会、川崎国際多摩
川マラソンの参加者を募集します。

チャランゴコンサート＆人権啓発講演会

※チャランゴ…南米アンデス地方周辺の民族音楽に使われる弦楽器

　広島修道大学名誉教授の森島吉美氏による講演「『人を大切に！』－音
の世界と世界はひとつ－」と、世界的チャランゴ奏者ディエゴ・ヤスカレー
ビッチ = 写真 = のコンサート。講師と奏者の対談もあります。

人権オンブズパーソン相談内容別件数

まずは電話で相談を！人権オンブズパーソン

◆子ども、男女平等以外の相談60件

◆男女平等の相談◆子どもの相談

公文書
開示請求
2,542件

開 示　 件

部分開示 425 件

拒 否　　 件

取り下げ 113 件

個人情報
開示請求
475件

開 示　　193 件

部分開示　75 件

拒 否　　197件

取り下げ　10 件

　公文書や個人情報の開示などは郵送、FAX、市 HP で請求できます（個
人情報の場合は本人確認書類などが必要）。個人情報の保護に関する不安
や苦情には、個人情報保護委員が相談に乗ります。事前に行政情報課へ電
話で予約してください。

申し立ての趣旨が
認められたもの

権利侵害がないと
思われる相談

学校などの
対応の問題

ドメスティック
バイオレンス

虐待・体罰

セクハラ
いじめ

ストーカー
その他 その他
7件13件

24件

4件
1件

3件
21件

33件

36件

110件 32件

市民オンブズマン苦情申し立て処理状況

21件

40件

3件

5件

5件

20件

市政に不備が
ないもの※前年度継続分15件を含む

管轄外

取り下げ

その他

調査継続中

94件
※

検索川崎国際多摩川マラソン

※今年の大会 HP は 6 月 30 日に公開

　子どもの権利の侵害と男女平等
に関わる人権侵害の相談を受け、救
済を図る制度です。
　29 年度の相談内容は右図の通り
です。子どもの相談では子ども本
人からの相談の割合が多くなってい
ます。救済の申し立ては 13 件で、
全て子どもに関するものでした。

人権オンブズパーソン担当
☎ 813-3112 813-3101

人権オンブズパーソン制度

市民オンブズマン制度

詳しくは

71

1,933

夏の
風物詩
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納期のお知らせ
　固定資産税･都市計画税第2期分の
納期限は7月31日です。金融機関､ コ
ンビニなどでお納めください。 市税事
務所資産税課、市税分室資産税担当。
国民健康保険被保険者証と
後期高齢者医療被保険者証の発送

　8月1日からの保険証を、7月中に発
送します。現在の保険証は７月31日限
りで無効になります。なお、国民健康
保険の被保険者証は「神奈川県国民
健康保険被保険者証」に名称が変わり
ます。 こくほ･こうきコールセンター
☎982-0783。区役所保険年金課、
支所区民センター保険年金係。
介護保険負担割合証の発送

　8月1日からの負担割合証を、7月中
に発送します。なお、これまで一定以
上の所得がある2割負担の人のうち、
特に所得が高い人は3割となります。

区役所高齢･障害課、地区健康福
祉ステーション介護認定給付担当。
国民健康保険の限度額適用
認定証などの年次更新について

　❶限度額適用認定証❷限度額適
用･標準負担額減額認定証❸標準負
担額減額認定証❹特定疾病療養受
療証（69歳以下の慢性腎不全の人の
み）は、原則として有効期限が７月31日
です。❶❷❸は29年の所得などに応
じて医療費の負担区分を再判定の上、
発行しますので、住んでいる区の区役
所･支所区民センターで手続きしてくだ
さい。手続きに必要なもの…被保険者
証、長期入院した人は入院期間が証明
できる領収書など。❹は新しい受療証
を7月中に発送します。 こくほ･こうき
コールセンター☎982-0783｡ 区役所
保険年金課、支所区民センター保険年
金係。
国民年金保険料免除･猶予制度

　保険料の納付が困難な人には､ 申
請し承認されると保険料納付が免除･
猶予される制度があります。継続申請

が承認されている人以外は毎年申請
(本年度分は７月から受け付け)が必要
です。
◎免除制度…保険料(月額16,340円)
の全額または一部 (4分の3､ 半額､ 4
分の1)を免除。
◎納付猶予制度…対象は50歳未満
(学生納付特例制度対象者を除く)。
　 区役所保険年金課､ 支所区民
センター保険年金係。
夏休み期間中
小学生の市バス乗車料金が50円に

　7月21日～9月2日の 期 間､ 料 金
を支払う前に「小学生です」と告げる
と、小児乗車料金が50円(深夜バス
は100円)になります。※小児IC定期
券は申告不要です。 交通局管理課
☎200-3235 200-3946。
多摩図書館の休館

　7月21日㈯は施設害虫駆除業務の
ため臨時休館します。 多摩図書館
☎935-3400 935-3399。

知的障害者を対象とした
市非常勤嘱託員（チャレンジ雇用）

　一般企業への就労に意欲的な知的 
障害がある人を対象に、市で一定の 
経験を積めるよう採用しています。資 
格…平成12年４月１日以前に生まれ、 
市内在住で療育手帳の交付を受けて
いる人。人数…若干名。任用開始日
…12月1日。 選考日…9月2日㈰。勤
務条件など詳細は選考案内をご覧くだ
さい。 7月3日～31日（消印有効）
に申込書を簡易書留で〒210-8577
総務企 画 局人事 課☎200-2126
200-3753。[選考]。※選考案内･申
込書は7月2日から市HPでご覧になれ
る他、情報プラザ、区役所などで配布。
中小企業「働き方改革」モデル企業

　意欲的に働き方改革に取り組む企
業に、専門アドバイザーを派遣し新た
なモデルを創出します。申し込み方
法などは、市HPをご覧ください。
川崎市「働き方改革」による中小企業

活性化プロジェクト事務局 0120-
116-632 211-4514。経済労働
局労働雇用部☎200-3653 200-
3598。
「ヤングかわさき
ジョイフルバンド」参加者

　「子どもの音楽の祭典」に出演します。
31年1月20日㈰ カルッツかわさき
中学･高校生、80人 8月3日（消

印有効）までに申込書を直接、郵送、
FAXで〒210-8577教育委員会指導課
☎200-3737 200-2853。[選考]。
※申込書は区役所、市民館などで配布
中。市HPからもダウンロードできます。

成人式ポスターデザイン
　31年１月14日 ㈷ に 行う「成 人 の
日を祝うつどい」のポスターデザイ
ン。 採用作品は市内各所に掲示す
る他、パンフレットの表紙になりま
す。受賞者には表彰･副賞あり。詳
細は市HPをご覧ください。 9月
6日(必着)までに､ 作品と必要事項を
直接、郵送、メールで〒210-8577
こども未来局青少年支援室☎200-
2669 200-3931 45sien@city.
kawasaki.jp [選考]
市消防音楽隊カラーガード隊員
　対象・人数…カラーガード(フラッ
グ)、吹奏楽、バトン、ダンス､ いず
れかの経験者､ 若干名。選考日…9
月29日㈯。 市消防訓練センター

9月7日(消印有効)までに申込書
を直接か郵送で〒216-0011宮前区
犬蔵1-10-2市消防音楽隊☎ 975-
0119。[選考]。※詳細は同センター
などで配布中の募集案内･申込書か
市HPをご覧ください。

心肺蘇生法講習
　 8月1日㈬10時～11時半 高津
消防署 40人 400円 7月18日
9時から電話で市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699。[先着順]
王禅寺エコ暮らし環境館
夏の環境教室

　ペットボトルを使った工作や資源
化処理施設の探検ツアーなどを通し
て環境やエネルギーについて学びま
す。 8月2日㈭～7日㈫､ 10時～
15時 王禅寺エコ暮らし環境館
小学生以上 王禅寺エコ暮らし環境
館☎712-4637 712-4638。※

事前予約制のイベントもありますの
で、詳細は区役所などで配布中の
チラシか同館HPをご覧ください。
リサイクルミッションにトライ！
夏休み環境教室

　リサイクルの方法をさまざまな道
具を使って実験方式で楽しく学びま
す。 8月4日㈯10時～11時半 橘
リサイクルコミュニティセンター 小学
生、30人（保護者同伴可） 7月15
日から直接、電話、FAX、HPで橘リ
サイクルコミュニティセンター☎857-
1146 857-2216。［先着順］
外国人と英語であそぼう　

　外国人講師と一緒に歌ったりゲーム
をしたり、楽しみながら言葉や文化に
慣れ親しみます。 8月6日㈪14時～
16時 外語ビジネス専門学校（京急
川崎駅西口徒歩１分） 小学生､ 20人

1,000円 7月25日までにメー
ルで外語ビジネス専門学校☎244-
3111 244-1166 info@cbc.ac.jp

［抽選］ 教育委員会生涯学習推進
課☎200-3304 200-3950。
川崎病院市民公開講座
「病気を見つける !画像診断のお話」
　がん診断などに有効なPET-CTや、
MRI、CTなどの画像診断の最新情
報を紹介します。 8月10日㈮14時
～15時半（開場13時半） 川崎病院
７階講堂 当日先着120人 川崎病
院患者総合サポートセンター☎233-
5521 246-1595。
50代からの生き方講座

　定年退職後の夫婦の関係、介護離
職、生前整理やエンディングノートなど
について考えます。 8月18日㈯､ 9
月29日 ㈯､ 10月13日 ㈯､ 11月10日
㈯､ 12月9日㈰､ 31年1月27日㈰、 
10時～12時､ 全6回 すくらむ21
20人 7月19日 か ら 直 接､ 電
話､ FAX､ HPで､ すくらむ21☎813-
0808 813-0864。［先着順］
訪問看護師養成講習会

　訪問看護に必要な基礎知識や技術
を習得します。 9月6日、13日、27日、
10月6日、11日、25日、11月1日、8日、
22日の木･土曜と訪問看護ステーショ
ンでの1日実習、9時半～16時半、全
10回(1日コースもあり) ナーシング
センター 看護師、保健師、助産師、
准看護師のいずれかの資格がある30
人 15,000円 8月15日(必 着)
までに申込書を郵送かFAXで〒211-
0067中原区今井上町1-34市看護協
会☎711-3995 711-5103。[抽
選]。※申込書は区役所、市民館など
で配布中。協会HPからもダウンロー
ドできます｡

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

市民意見（パブリックコメント）募集

　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。

名称 提出・問い合わせ

小児医療費助成制度の入院医療費助
成の所得制限の廃止について

7 月 30 日（消印有効）までに〒 210-
8577 こども未来局こども家庭課☎
200-2695 200-3638

川崎市家庭的保育事業等の設備及び
運営の基準等に関する条例の一部改
正について

8 月 1 日（消印有効）までに〒 210-
8577 こども未 来 局保育 課☎ 200-
3128 200-3933



　

06 か わ さ き 市 政 だ よ り
全 市 版

2018（平成30）年　7月1日号　No.1188

ミューザ川崎シンフォニーホール

MUZAランチタイムコンサート
≪夏特別企画！4歳から入場OK≫
　音と語りで楽しむ「セロ弾きのゴー
シュ」をお届けします。チェロ：山崎伸
子、ピアノ：寺嶋陸也、語り：青池玲
奈=写真左から。

8月28日㈫12時10分～12時50分
500円
直接、電話、

HPで同ホール

☎520-0200（10：00～18：00）
520-0103

川崎駅中央西口徒歩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
7月のプラネタリウム
　一般向け「となりの赤い惑星」。16
日までの土・日曜、 祝日、12時～、
14時半～子ども向け「ほうき星とたい
ようけいたんけん」。21日から子ども
向けは2本立て。18日㈬、10時半～、
11時半～ベビー＆キッズアワー。19
日㈭13時半～星空ゆうゆう散歩。第
2・4日曜15時半～フュージョン投影。

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
企画展示「民家の暮らしと生きもの」
　移築された民家で、かつてどのよ
うな生き物が飼われ、人とどのよう
に暮らしていたかを紹介。毎月1回の
企画展示解説
や関連講座の
開催も。

7 月1 日 ～
11月25日

要入園料

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）

「のび太・ドラえもんの
サマーバースデイ」開催！
　のび太（8月7日）、ドラえもん（9月
3日）の誕生日記念フェアを開催。夏
休みは2人の誕生日を仲良くにぎやか
にお祝いしま
しょう！

7月7日～
10月1日

生田緑地内の
博物館

常設展「岡本太郎のからだ」
　岡本太郎は、多くの作品の中で「か
らだ」を表現しています。絵画、彫刻、
インテリアなど、岡本太郎作品に見
られる「からだ」の
多様さを紹介しま
す。

7月5日～9月
24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

　基礎知識、特性、接し方、必要な
サポートを学びます。 ❶9月20日㈭ 
❷10月12日㈮、いずれも10時～16
時 エポックなかはら 各30人｡ ❶
のみ保育あり(500円) 1,000円

8月22日(必着)までに申込書に保育
の有無も記入し郵送かFAXで〒211-
0053中原区上小田中6-22-5福祉人
材バンク☎739-8726 739-8740。
[抽選]。※申込書は7月23日から市
社会福祉協議会で配布。

かわさき演劇まつり「注文の多い
どんぐりと山猫と料理店」

　市民が出演する音楽劇の舞台。
7月14日㈯、15日㈰、いずれも11時
と15時開演（開場は各30分前） 多摩
市民館ホール 当日先着各200人
大人2,000円、高校生以下1,000円

市文化財団☎272-7366 544-
9647。
人形劇まつり

　プロ･アマチュア人形劇団による楽し
い人形劇。27団体が参加。人形作り
などの体験コーナーも。 7月22日㈰
10時～16時 市民プラザ 3歳以上
300円 市民プラザ☎888-3131
888-3138。※詳細は区役所などで配
布中のチラシをご覧ください。
こども黄緑クラブ
◎セミ編…羽化観察会や標本作り。

7月27日 ㈮10時 ～12時、8月4日

㈯17時半～19時半、25日㈯10時～
12時、全3回 等々力緑地。
◎夏編…緑地の自然探検と昆虫観察
会。 8月7日㈫10時～12時 夢見
ケ崎動物公園。
　いずれも雨天時は室内で実施。
小・中学生と保護者、各20組40人

7月17日（必着）までに保護者氏名
も記入し往復ハガキで〒211-0052中
原区等々力3-12市公園緑地協会☎
711-6631 722-8410。[抽選]
夏休み映画上映会
「きかんしゃトーマス」
　「探せ!!謎の海賊船と失われた宝
物」を上映します。 7月27日㈮13
時～14時10分（12時から受け付け）

川崎マリエンシアター 当日先
着100人 川崎港振興協会☎287-
6009 287-7922。
夢見ケ崎動物公園サマースクール

　動物の餌やり、獣舎の清掃など、
飼育員の仕事を体験。 7月28日㈯
8時半～15時｡ 荒天中止 夢見ケ崎
動物公園 小学5･6年生、15人
７月17日～19日に電話で夢見ケ崎動
物 公 園 ☎588-4030 588-4043。
[抽選]
夏休み自由研究ワークショップ
「都市デザイナーになろう」
　「景観」について一緒に考え、 話
し合い、景観ワークブックを作りま
す。 7月30日㈪13時～16時半
中原市民館 小学3～6年生、40
人 7月15日(消印有効)までに直

接､ 郵送､ 電話､ FAX､ メール､ 市
HPで〒210-8577まちづくり局景観
担当☎200-3025 200-3969
50keikan@city.kawasaki.jp [抽選]
夏休みこども議場見学会

　市議会のしくみを学び、議長･副議
長へ質問します。 8月1日㈬、10
時～12時、14時～16時 市役所第
2庁舎市議会議場 小学4～6年生と
保護者、各25組 7月22日（必着）
までに希望時間､ 全員の氏名、子ど
もの学年､ 議長･副議長に質問したい
ことも記入しハガキ、FAX、市HPで
〒210-8577議会局広報･報道担当
☎200-3377 200-3953。[抽選]
エコ★カップいかだ下り

　廃材などで作った個性豊かない
かだが多摩川を下る様子を見られま
す。 8月4日 ㈯10時 ～13時。 荒
天･増水時は中止 宿河原堰

せき

下（登
戸駅多摩川口徒歩10分）から県立多
摩高等学校裏手の多摩川 多摩川
エコミュージアム(月曜を除く10時～
16時) ☎ 900-8386。建設緑政局
多摩川施策推進課☎200-2268
200-3979。

市場体験！夏休み こども食育講座
　市場の見学などを行い「食」につい
て学びます。詳細は市HPをご覧くだ
さい。 8月7日㈫…くだものの日。

8日㈬…さかなの日。いずれも8時半
～12時 北部市場 小学3～6年生
と保護者、各15組 7月24日（必
着）までに申込書を郵送、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。
ごみゼロカフェ～親子で施設見学～

　ペットボトルなどを資源化する施設
の裏側まで見学し、未来のリサイク
ルについて、みんなで考えます。
8月7日㈫13時～14時半 王禅寺エ
コ暮らし環境館 小学4～6年生と保
護者、15組30人 7月17日から
FAXか市HPで環境局減量推進課☎
200-2579 200-3923。［先着順］
黒川サマーキャンプ

　自然の中で、野外料理などを楽し
みます。 8月14日㈫10時～16日
㈭14時半(2泊3日) 黒川青少年野
外活動センター 小学4～6年生、
40人 8,000円 7月20日（必着）
までに学校名、学年、性別、保護
者氏名も記入し往復ハガキで〒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]

SHISHAMO展 ～5Years 
Thank You～ [2013-2018]
　 川 崎 出 身3ピ ースロックバ ンド

「S
シ シ ャ モ

HISHAMO」。市民文化大使であ
り、川崎フロンターレの応援歌「明日も」
で昨年末のNHK紅白歌合戦にも出場。
CDデビュー5周年
を記念した展覧会。

７月7日～29日

　市代表として都市対抗野球大会（東
京ドーム）に出場する東芝野球部の試
合日に、この市政だよりを持って「東
芝受付側」にある川崎市受付に立ち
寄ると観戦できます。全試合対象…
初戦7月17日㈫18時～、2回戦19日
㈭18時～、3回戦22日㈰10時半～、
準決勝23日㈪13時半～、決勝24日
㈫18時～（2回戦以降は勝ち進んだ場
合）。詳細は市HPをご覧ください。

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☎200-2282 200-3915

※放送は8月5日㈰18時15分～18時半

検索

かわさきイベントアプリ

かわさきの イベント情報は
アプリでチェック！

iOS Android

かわさきスポーツパートナー
《踊り》1982年FRP

都市対抗野球大会 川崎市代表
東芝ブレイブアレウスを応援しよう

パーソナリティー：松原江里佳

7月28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）

公開収録FMヨコハマの人気番組
「COLORFUL KAWASAKI」

基礎から学ぶ発達障害




