
アー
トから生まれた新たな出会い

　今、川崎市内では身体、知的、精神障害のある方は約５万７千
人いらっしゃいます。そのうち、市の調査では、企業や自宅で働
いている方は、身体障害は２６％、知的および精神障害はそれぞれ
１８％となっていて、就労されている方はまだ一部に限られています。
　市では障害者の就労支援を重要施策に位置付けて、自治体初
のチャレンジングな取り組みを含めて企業の皆さんにご協力いた
だきながらさまざまなことを進めています。
　一人一人の障害の特性を理解し、その個性に合った多様な働
き方を市民の皆さん、事業者の皆さんと一緒に創り出していきた
いと思います。
　知らないがゆえにつくっている壁（意識）、知ることによって取り

払われる壁。知識や経験していないことに対して誤った思い込み
や偏見を持ってしまう。
　このようなことが日常のさまざまな場面であり、恥ずかしなが
ら私自身も何度も経験があります。
　私たちは一人一人みんな違う個性を持っています。その個性を
最大限に生かし合い、共生する社会を目指すべきですし、川崎市
はそのような街でありたいと私は思います。
　職場も、学びの場も、遊びの場でも、健常者も障害者も混じ
り合うことで、知らなかったことによって作り出された意識の壁を
取り払い、個々の可能性をもっと生かせるような社会づくりに皆
さんと共に挑戦していきたいと思います。

お互いを認め合い、ちがいを豊かさとして

川崎市長
福田 紀彦

　　　〜障害のある人の「働く」を考える〜特 集
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発行

編集

2018（平成 30）年　9 月 1 日号　No.1192

人口：151万6,052人（前年同月比13,453人増）　世帯数：72万7,352世帯
川崎市のデータ（平成30年8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



　幸区に知的障害のある人たちが通う福祉サービス事業所
「セルプきたかせ」があります。３階の一角はアトリエとなって
いて、施設利用者が絵画活動を行っています。
　アトリエでは、ある女性が水彩色鉛筆を握り、画用紙に色
を重ねています。隣の男性は大きなキャンバスにパステルカ
ラーの模様を華やかに描いていました。
　「彼らの作品は、商品のデザインにも多数採用され、ワン
ピースなどが実際に販売されています。作品はアートとして
評価されているんです」と話すのは、同施設で絵画講師を務

める大
おお

平
だいら

暁
さとる

さん（＝左写真＝）。同施設に通う１４人がアーティ
ストとして所属する「studio FLAT」の代表でもあり、アート作
品の商品化に結び付けました。
　「障害のある人の作品をデザインや広告で使う企業との仲
介を行うNPO法人を通じて、作品は商品化されています。こ
れからも施設と保護者の協力を頂きながら、障害のある人の
センスや色感を生かし、障害のあるなしにかかわらずにアート
としての価値を見いだすことが私の役割だと思っています」と
話してくれました。

9月30日（必着）までに、①読んだ号（9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、Ｆ
ＡＸ、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]

読者アンケート＆プレゼント
❶図書カード（1,000円券）　５人
❷今治製ハンドタオル　５人

多様な働き方ができる社会へ ～障害のある人の「働く」を考える～
　障害のある人が多様な働き方を選択できるように、一人一人の特性
を生かし、知ることで、就労へとつなげている取り組みを紹介します。
健康福祉局障害者雇用・就労推進課☎200-2457 200-3932

　市内には障害者手帳所持者が、57,395人（身体：36,761人、知的：9,499人、精神：
11,135人※29年4月時点）おり、市生活ニーズ調査からは、企業や自宅などで働く人の割合は
4～5人に1人程度になっています。市では、さまざまな障害者の就労支援を行っており、短
時間雇用創出プロジェクトやＫ-ＳＴＥＰなどの取り組みを紹介します。

ワンピースに ワンピースに

イヤリングや
スマホケースに

インテリアとして
の壁紙に

マスキング
テープに

水彩色鉛筆と絵の具を塗り重ね、作品を完成させる。色はその時々
で変わり、まるで言葉のように表現される。

平田　貴子
HIRATA TAKAKO

鉛筆の細かいタッチと絵の具の大胆なタッチが華やかに
キャンバスに広がる。

宮本　憲史朗
MIYAMOTO KENSHIRO 

細かい描写と大胆な構図で、川崎の工場風景を独自にアレン
ジし、新たな造形物として再構築している。

半澤　真人
HANZAWA MASATO 

繊細なタッチでミクロの世界を描き出す。余白にとても美しい空間が
表現される。

清井 了支
SEII SATOSHI 

Topics

短時間雇用創出プロジェクトのこれまでの実績（2016年4月～2018年8月）

※その他は、発達、難病等

　障害者と企業の就労支援相談窓口です。障害者雇用全般
に関する情報提供や実習受け入れ相談などを行っています。
◦川崎南部就労援助センター　☎２０１-８６６３ 201-8668
◦中部就労援助センター　　　☎７３９-１２９４ 739-1295
◦百合丘就労援助センター　　☎２８１-３９８５ 281-3987

詳細は 川崎市　就労援助センター 検索

障害者雇用を支える
就労援助センター

日時 11月16日～25日10時～18時
場所 ミューザ川崎シンフォニーホール

４階企画展示室
内容 今回紹介した４人を含む市民

アーティストの作品を展示。一
部作品は入札での販売も予定し
ています

Colors かわさき展　
～未来へ向け色とりどりのアートが花咲く！～

アートを見に行こう！

出展予定作品

※現在は販売を
終了しています

市民文化局市民文化振興室☎２００-３１７０ ２００-３２４８

　心身などのコンディションにより短い時間であれば働け
る障害のある人と企業をつなぎ、週に主に２０時間未満の
多様な働き方を作り出す取り組みです。東京大学や市内企
業などと連携しながら進めています。

自治体初
短時間雇用創出プロジェクト

障害のある人の
就労支援に向けて

障害のある人のセンスや色感を生かす 作品が商品になる！
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就職者数
身体 2 人
知的 4 人
精神 27 人
その他 3 人
合計 36人

週の労働時間
5時間未満 16 人

5 ～ 10時間未満 13 人
10 ～ 15時間未満 5 人
15 時間以上 2 人
平均就労時間 6時間

仕事の内容（抜粋）
書類のデータ化（スキャン）
金属製品の外観全数検査
送迎車の清掃
医療機器の洗浄
物品の在庫管理

刺しゅうは、障害者が働く
地域活動支援センター
「夢屋」が行いました。

　セルフケアシートを使い、障害者の毎日の体調を職場で
共有することで、就労定着を図るプログラムです。同シート
を活用している企業の意見も市ＨＰで掲載しています。

※セルフケアシート（一部抜粋）

精神障害のある人などの就労定着プログラム
Ｋ-ＳＴＥＰ

川崎市 K-STEP 検索詳細は

※詳細はお問い合せください

©SEII SATOSHI/Able Art Company
by FELISSIMO UNICOLART

株式会社スタックス
専務取締役
星野 佳史さん

東京大学 先端科学技術
研究センター准教授

近藤 武夫さん

　短時間雇用創出プロジェクトに参加し、
周囲とのコミュニケーションに問題を抱え
やすい精神障害者Ａさんを雇用する金属加
工会社の星野 佳史さんに話を伺いました。

　労働者に平均的にあれもこれもとなんでもできることを求めて
きた慣習が、働くことの壁になっている場合があります。求め
る仕事内容を雇い主がはっきりさせ、その働きに対して評価と
感謝を返すことができる土壌と仕組みを作ることで、公平な職
場が生まれます。公平な職場は、個人の強みに注目し、異質
な部分をおおらかに受け止める｢寛容さ」を生むと考えています。

「公平さ」と「寛容さ」を一人一人が共有していくことで誰もが働
きやすい社会になっていくのだと思います。

Q 職場の状況はどうですか
A 就労間もない頃のＡさんは、慣れない
環境で戸惑いもあり、周囲を驚かせるこ

周りの理解が大切

　障害者の短時間雇用を推奨する東
京大学の近藤 武夫さんにコメントを
頂きました。

「公平さ」と「寛容さ」の共有を！

ともありましたが、周りの従業員の理解な
どもあり、１年が経過した今では、周囲に
も溶け込み一緒に仕事をしています。
Q どんな仕事を任せていますか
A やってもらう仕事を事前に切り出し、
求める人材を伝えた上で、市にマッチング
してもらったのがＡさんです。我が社は、
ミリ単位の神経を使う作業が多いのです
が、繰り返す作業が得意なＡさんの仕事
ぶりは正確で、会社としても高く評価して
います。
Q 障害者の雇用を考えている方へ
　 アドバイスを
A まずは、障害者の就労体験を受け入れ
てみてはどうでしょうか。特性を生かす働
き方のイメージが湧いてくると思います。

雇用者へインタビュー 識者からのコメント

※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
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29年度 市一般会計決算見込みの概要
厳しい財政状況の中、直面する課題に的確に対応

・個人市民税や固定資産税などの増により市税が 5 年連続の増収（4 年連続
過去最高）

・県費負担教職員の市費移管などにより県民税所得割臨時交付金、国庫支
出金が増加

・2 年連続で普通交付税不交付団体に

財政局財政課☎200-2179 200-3904　

　一般会計の29年度決算見込みの概要を報告します。詳細は市HPをご
覧ください。

　市税収入は 5 年連続の増収となるものの、扶助費（子育て支援、高齢者福
祉などの経費）が引き続き増大し、歳入総額 7,006 億 9,100 万円、歳出総
額 6,975億1,400 万円でした。この結果、翌年度に繰り越す財源29 億 7,800
万円を除く1億 9,900 万円の黒字となりました。

神奈川新聞社「交流の響き」事務局
☎ 045-227-0779（平日 10 時～17 時） 045-227-0095
市民文化局市民文化振興室☎ 200-3725 200-3248

　全国新聞社音楽コンクール上位入賞者 14 人が集い、個性豊かな旋律を
ピアノ、弦・管楽器、声楽などソロで奏でます。
　ミューザオルガンレッスン優秀者によるパイプオルガンの演奏もあります。

■交流の響き2018 inかわさき

日時　9 月 22 日 ㈯ 14 時
開演（開場13時半）
場所　ミューザ川崎シン
フォニーホール
人数　4 歳以上、当日先着
1,000 人
※車いすの人は事前に連絡してください

芸術の秋

　国際交流センターの設立記念日に、元オリンピッ
ク体操競技の金メダリスト・森末慎二氏＝写真＝
による講演を行います。テーマは「私たちはグロー
バル社会の中で如

い か

何に生きるか。」
　世界で活躍した金メダリストの話を聞きに行き
ませんか。

森末慎二氏による
国際交流センター設立記念講演

9 月 29 日（必着）までに全員（5 人まで）の氏名と代表者の必要事項（5
面参照）を記入し往復ハガキで〒 211-0033 中原区木月祗園町 2-2 国際
交流センター☎ 435-7000 435-7010。［抽選］

　市総合計画に基づき、以下の事業について特に重点的に取り組み「安心
のふるさとづくり」や「力強い産業都市づくり」を推進しました。

　将来も見据えて乗り越えなければならない課題に的確に対応するため、
減債基金から 130 億円の新規借入を行いました。これにより、借入の累
計は 299 億円となっています。

子育ての支援に
71,600円
15.5%

道路・公園緑地・
河川・下水道の整備と
安全なまちづくりに
55,400円　12.0%

地域経済の発展に
18,700円　4.0%
計画的なまちづくりに
20,200円　4.4%

環境・リサイクルに
16,800円　3.6%

行政運営に
20,500円　4.4%

区政の振興に
10,300円　2.2%

港湾の整備に
8,000円　1.7%

共生と参加のまちづくりに
16,000円　3.5%

交通・水道の経営安定に
1,200円　0.3%

その他
24,200円　5.3%

国が定めた自治体の健全性を判断する基準は、全てクリアしています。

指　標 本市の状況 早期健全化
基準 内　　容

実質赤字
比率

ー
（赤字ではない） 11.25% 一般会計などの実質的な赤字を示すもの

連結実質
赤字比率

ー
（赤字ではない） 16.25% 全会計の赤字や黒字を合算し、全体の赤

字の程度を示すもの

実質公債費
比率 7% 程度 25.0%

長期の借入金やこれに準じた経費の額の大
きさを指標化し、実質的な元利償還費の水
準を示すもの

将来負担
比率 122% 程度 400.0%

一般会計等借入金や将来支払っていく可
能性のある負担などの現時点での額の程
度を指標化し、将来的に財政を圧迫する
可能性が高いかどうかを示すもの

詳細は 検索川崎市　決算

　キング スカイフロントエリアを舞台にした音楽イベント。プロ・アマを問
わず地元ミュージシャンなどが出演し、会場を盛り上げます。

「音楽のまち・かわさき」推進協議会☎ 544-9641 544-9647
市民文化局市民文化振興室☎ 200-3725 200-3248

■Onmachi @ KingSkyfront vol.2

日時・場所　10月 12日㈮ 18時から…東急
REI ホテル 1 階リバーカフェ、13日㈯11時か
ら…殿町第 2 公園（いずれも川崎駅中央東口
からバス「キングスカイフロント入口」下車す
ぐ。13 日は雨天の場合、川崎生命科学・環境
研究センター L

ラ イ ズ

iSE に変更）

日時　10 月 12 日㈮ 18 時半～ 20 時
場所　国際交流センター
人数　16 歳以上、200 人

30年 9月17日㈷、18日㈫、19日㈬

健康福祉局高齢者在宅サービス課☎200-2638 200-3926

　敬老の日を含む上記3日間のうち1回、65歳以上の人が無料で
公衆浴場を利用できる入浴券です（複写・印刷したものは無効）。
○敬老入浴券提出時に、福寿手帳を提示してください（手帳の再発行は区役
　所・支所・出張所で行っています）。※利用は1回限りです
○1家族に65歳以上の人が2人以上いる場合も、1枚で一緒に利用できます
○市内の公衆浴場（銭湯）で利用できます（期間中に定休日のある場合を除き
　ます。各浴場にお問い合わせください）
※この事業は川崎浴場組合連合会の協力で実施しています

敬老入浴券
キ
リ
ト
リ

歳入の特徴

決算額（一般会計）を市民 1人当たりに置き換えると

財源対策

重点的な取り組み

●中学校完全給食全校
実施に向けた取り組み

●保育受け入れ枠を拡
大し待機児童対策を継
続的に推進

● JR 川崎駅北口自由
通路の整備

※30年4月1日現在の推計人口
（1,509,887人）により算出

財政の健全状況

学校教育と生涯学習に
76,500円　16.6%

保健・医療・福祉の充実に
122,500円　26.5%

歳出総額
461,900円

音楽を楽しもう
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災害による市税の減免
　家屋などに被害を受け、市税を納め
ることが困難な人は、市税の減免を受
けられることがあります。詳細はお問
い合わせください。 市税事務所市
民税課・資産税課、市税分室市民税担
当・資産税担当。
市民税・県民税の調査に協力を

　市民税・県民税が未申告の人の実
態調査を、10～12月に行います。
調査員（徴税吏員証を携帯）が訪問し
ます。 市税事務所市民税課、市
税分室市民税担当。
民生委員による高齢者世帯訪問

　9月から生活状況などの聞き取り
調査をします。75歳以上の人だけで
暮らしている世帯で「介護保険サービ
スを受けていない」など､ 一定条件に
当てはまる人が対象です。調査の結
果､ 見守りが必要と判断され､ 本人
の同意があれば､ 定期的な訪問など
で安否の確認も行います。 区役所
高齢・障害課､ 地区健康福祉ステー
ション高齢・障害担当､ 健康福祉局高
齢者在宅サービス課☎200-2677
200-3926。
住宅・土地統計調査に協力を

　暮らしやすい住宅・生活環境のため
の基礎資料となる調査を、全国一斉
に行います。対象の家庭へ、９月上旬
から10月下旬にかけて調査員（身分
証を携帯）が伺います。パソコン、ス
マートフォン、タブレット端末を使った
インターネットによる回答も可能です。

総務企画局統計情報課☎200-
2070 200-3799。
東京都市圏パーソントリップ調査に
協力を

　暮らしやすいまちづくりのために、
9～12月に市民の交通行動に関する
調査を行います。対象の家庭には案
内のハガキを送付します。 まちづ
くり局 交 通 政 策 室 ☎200-2034
200-3970。
市内統一美化活動の実施

　市内全域の清掃活動を行います｡
住居周辺、公園、駅前広場など身近
な場所での参加をお願いします。詳
細は住んでいる区の区役所地域振興
課にお問い合わせください。 9月
30日㈰9時～12時。 荒天中止。 ※
実施の有無は当日7時以降のテレホ
ンサービス☎0180-99-1757でご
確認ください 区役所地域振興課、
市民文化局市民活動推進課☎200-
2479 200-3800。

　里親制度の説明と、里親家庭での
「食」をテーマにした体験発表。
10月20日㈯14時～16時 児童養
護施設・川崎愛児園（宮前平駅南口
徒歩7分） 50人。保育あり（1歳～
就学前、先着5人、要予約）  9月
18日9時から電話、保育の有無も記
入しFAXかメー ル でキーアセット☎
948-9146 948-9147 info@
keyassetsnpo.jp [先着順] こど
も未来局こども保健福祉課☎200-
2929 200-3638。
働き方改革セミナーと相談会

　「働き方改革」について、分かりや
すく案内します。相談会では専門家
が個別にアドバイスします。 10月
24日㈬13時半～17時 ユニオンビ
ル（武蔵小杉駅北口徒歩3分） 事業
主、企業の労務担当者 9月15日
9時からFAXで川崎市「働き方改革」
による中小企業活性化プロジェクト
事務局☎201-4670 201-4671。
[事前申込制] 経済労働局労働雇用
部☎200-3653 200-3598｡
「川崎プロボノ部2018」説明会
　社会経験を生かしたボランティア
活動の交流事業の説明会。団体向け
… 9月29日㈯10時～11時半 新
城テラス（武蔵新城駅徒歩2分）。参加
希望者向け… 10月10日㈬19時～
20時半 中原市民館。
　 各50人 9月15日から、かわさ
き市民しきんHPで☎873-4586
872-9327。［先着順］ 市民文化
局協働・連携推進課☎200-2167
200-3800。
市バス路線の新設

　10月1日㈪からバス路線「鷺31系
統・鷺沼駅～犬蔵～清水台～長沢～
聖マリアンナ医科大学前」を新設しま
す。詳細は9月中旬から市バスHPを
ご覧ください。 交通局運輸課☎
200-3232 200-3946。
キッズウイーク期間中
小学生の市バス乗車料金が５０円に

　10月6日～9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
は申し出不要です。 交通局管理課
☎200-3235 200-3946。
温水プール･トレーニングルームの
無料利用券を配布

　市の国民健康保険加入者(中学生
以下を除く)で、保険料の未納のない
人(世帯）に9月28日から配布します。
保険証を提示してください。1人8枚
(世帯上限20枚)までで、券に記載さ

れた施設の利用に限ります。配布場
所・ 住んでいる区の区役所保険年
金課、支所区民センター保険年金係。
※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です。

制]

市民意見
　「総合計画第1期実施計画施策評価

（総括評価）結果」に対する意見。提
出・ 10月1日（消印有効）までに必要
事項も一緒に直接、郵送、FAX、市
HPで〒210-8577総務企画局企画調
整課 ☎200-2024 200-0401。
※書式自由。資料は同課、区役所、
図書館、市HPなどで公開中。
保育所などの入所希望者

　保育所、認定こども園（保育所部分）、
地域型保育事業の31年4月1日から
の利用申し込みを10月11日～11月
13日に受け付けます。市外施設の希
望者は各市町村に確認してください。

申請書を直接、住んでいる区の
区役所児童家庭課、地区健康福祉ス
テーション児童家庭担当、または郵送
で〒210-8577こども未来局保育課事
務処理センター☎200-3727 200-
3933。※申請書と利用案内は10月1
日から区役所などで配布。
私立幼稚園園児

　市内の私立幼稚園・認定こども園
（幼稚園部分）に31年4月から通う園
児の募集が始まります。願書配布…
10月15日から。願書受け付け…11
月1日から。いずれも各園で。 各
私立幼稚園か市幼稚園協会☎711-
8383 733-5000。こども未来局
幼児教育担当☎200-2493 200-

3533。

38693869

井田病院市民公開講座
「外反母

ぼ し

趾のウソ・ホント」
　足の外科専門医が悩みに答えます。

9月26日㈬14時～15時(開場13時
半） 井田病院２階会議室 当日先着
80人 井田病院地域医療部☎766-
2188 788-0231。
アルテリッカしんゆり発
アート講座

　 オペラ、 演 劇、
落語などの専門家
を招き､ 芸術の魅
力を学びます。実
演つき講 座あり。
講師・中地美佐子

（俳優）、沼尻竜典(指 揮 者) ＝写 真=
他。 10月6日 ～31年3月2日 の 土
曜、 主 に10時 ～11時45分、 全10
回 新 百 合21ホール他 18歳 以
上、150人 5,000円 9月20日
(必着)までにハガキかFAXで〒215-
0004麻生区万福寺1-12-1クロスア
ベニューⅡ8階アートセンター分室☎
952-5024 955-0431。［抽選］
指定文化財等現地特別公開
関連講座「よみがえった長念寺」

　改修工事を終えた長念寺庫裏と本
堂を10月12日㈮～14日㈰に特別公
開し、講座を開催します。 10月12
日㈮14時～15時半 長念寺(向ケ丘
遊園駅徒歩15分) 50人 1,000円

9月20日(消印有効)までに往復
ハガキか市HPで〒210-8577教育委
員会文化財課☎200-3305 200-
3756。［抽選］

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

若者文化の発信に向けた
基本方針（案）

9月 26日（消印有効）までに
〒210-8577 市民文化局オリンピック・パラリン
ピック推進室☎ 200-0809  200-3599

川崎市墓地条例の
一部改正（案）

10 月 1 日（消印有効）までに
〒213-0033 高津区下作延 1241
霊園事務所☎ 813-1182  811-6251

市営四方嶺住宅跡地利用
に関する基本方針の

見直し（案）について

9 月 3 日～10 月 2 日（消印有効）に
〒210-8577 まちづくり局企画課
☎ 200-2715 200-3967
※説明会を行います。 9 月 21 日㈮ 19 時～
20 時半、9 月 22 日㈯ 14 時～ 15 時半 子母
口小学校・東橘中学校 1 階ランチルーム

特別乗車証廃止を含む
ひとり親家庭支援施策
再構築の考え方（案）

9 月 10 日～10 月 10 日（消印有効）に
〒210-8577 こども未来局こども家庭課
☎ 200-2709 200-3638

里親制度説明会
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ミューザ川崎シンフォニーホール

ドビュッシー没後100年記念
小川典子ピアノ・リサイタル
　曲目：ドビュッシー「版画」「前奏曲集
第1集」「映像第1集、第2集」「喜びの
島」。

9月29日㈯14時開演
一 般4,000円、小学

生～25歳1,500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
9月のプラネタリウム
　一般向け「もしも月がなかったら」。
土・日曜、祝日、12時～、14時半～子
ども向け「ドーナツ星雲をつくろう!?」。
19日㈬、10時半～、11時半～ベビー
＆キッズアワー。20日㈭13時半～星
空ゆうゆう散歩「中秋の名月」。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
お月見デー～民家園と科学館で
十五夜を楽しもう！！
　開園時間を20時まで延長し、夜の
民家園と中秋の名月を楽しむイベント
です。

9 月 2 4 日 ㈷
17時 ～20時（入
園は1 9 時 半ま
で）。 ※ 雨 天 時
縮小

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）

開館7周年記念特別企画！
　9月3日で開館7周年。特別企画と
して、記念グッズや期間限定カフェメ
ニューが登場（11月5日まで）。市民向け
優先チケットあ
り。 詳 細 は 施
設HPをご 覧く
ださい。

生田緑地内の
博物館

ギャラリートーク
　企画展「街の中の岡本太郎 パブ
リックアートの世界」の関連イベント。
担当学芸員が会場を巡り、岡本太郎
のパブリックアートについて解説しま
す。

9月16日
㈰、24日㈷、
14時～14時
45分

観覧料
©Fujiko-Pro

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

発達障がいを理解する
～幼児期から学齢期まで

　発達障害の基礎知識と当事者や家
族が抱える困難を学び、支え方につ
いて考えます。 10月22日、29日、
11月12日、26日、12月10日 の 月
曜、10時～12時、全5回 生涯学
習プラザ 70人。保育あり（先着6
人、要予約） 4,860円 10月15
日16時までに直接、保育の有無も
記入しFAX、HPで、かわさき市民ア
カデミー☎733-5590 722-5761。

［抽選］ 市生涯学習財団☎733-
6626 733-6697。※詳細は区役
所などで配布中のチラシか、施設HP
をご覧ください。
市医師会・市医師会健康スポーツ
医部会市民公開講座

　講師・作田雅子氏(公認スポーツ栄
養士)による「使わない機能は衰える！
食卓からはじまる食事トレーニング講
座」と大原はじめ氏（中原区在住プロ
レスラー）による「プロレスラーから学
ぶ！かんたん筋トレ実践講座」。 11
月10日㈯14時 ～15時半 医 師 会
館 100人 10月9日（必着）まで
に往復ハガキかFAXで〒210-8577
市民文化局市民スポーツ室☎200-
3312 200-3599。[抽選]
養育費はもらっていますか？

　養育費の決め方などについての講
座。 11月17日㈯13時 半～15時
半 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

（離婚を考えている人も参加可）。保
育あり（1歳～小学2年生、先着10人、
要予約） 9月15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] 

動物愛護フェアかわさき
　盲導犬･聴導犬デモンストレーショ
ン、犬猫の譲渡会、ペットの防災コー
ナー、獣医さん体験など。映画「SING」
の上映も(12時40分から。当日先着
300人）。 9月17日㈷10時 ～15時

幸区役所他 健康福祉局生活衛
生課☎200-2449 200-3927｡
看護の日イベント

　ストレッチ体操の紹介、骨密度･
血圧・体脂肪の測定、 栄養相談な
ど。 9月26日㈬10時～11時45
分 多摩病院正面玄関前(雨天時は
2階講堂) 多摩病院看護部☎933-
8111 930-5181。
てくのかわさき技能フェスティバル

　水鉄砲や木工いすなどの、ものづ
くり体験、つきたて餅やコロッケなど
の飲食コーナー、かわさきマイスター
の実演コーナー。 9月30日㈰10
時～15時半 てくのかわさき 経済
労働局労働雇用部☎200-2299
200-3598。
東扇島東公園10周年記念イベント
◎帆を張るセイルドリル体験… 10月
6日㈯10時半、7日㈰10時半、14時

小学5年生以上、各回5人。

◎帆船クルーズ… 10月6日㈯14時
小学3年生以上と保護者、10組20

人。
　いずれも荒天中止 東扇島防災
浮桟橋 9月15日(消印有効)まで
に、希望日時も記入し往復ハガキで
〒210-8577港湾局誘致振興課☎
200-3791 200-3981。[抽選]
川崎みなと祭り川崎港ミニクルーズ

　東扇島から船に乗り港内を周遊しま
す。 10月6日㈯、11時～12時、12
時半～13時半。荒天中止 各回450
人 9月15日(消印有効)までに希望
時間と全員(5人まで)の必要事項を記
入し往復ハガキで〒210-0869川崎区
東扇島38-1川崎港振興協会☎287-
6011 287-6012。[抽選] 
関東学生
アメリカンフットボール市民招待

　法政大学対慶応大学。 10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

9月25日（消印有効）までに往復
ハガキで〒210-8577市民文化局市
民スポーツ室 ☎200-2257 200-
3599。［抽選］
ジャズ演奏と工場景観クルーズツアー

　軽食、飲み放題付きのツアーです。
10月14日㈰、19日㈮❶サンセット

ジャズクルーズ…16時～18時❷工場
夜景ジャズクルーズ…18時半～20時
半（集合は各15分前）。荒天中止 根
本造船所（小島新田駅徒歩10分）に集
合 各100人(中学生以下は保護者と
参加) 5,500円 9月18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。
多摩・三浦丘陵ウオーキングラリー

　相原駅から七国峠を抜け、磯沼ミ
ルクファーム（最寄駅は京王高尾線山
田駅）までの約9.5km。 10月20日
㈯9時から。荒天中止 スタート地
点：JR横浜線相原駅西口ロータリーで
受け付け(9時～10時) 300人
9月19日から申込書をFAXでURリン
ケージ ☎03-6214-5740（平日10時
～17時） 03-3272-6017。［先着
順］。※申込書は区役所などで配布中。
多摩・三浦トレイルのHPからも申し込
めます 建設緑政局みどりの協働推
進課☎200-2365 200-7703。
狂言全集

　狂言「今
いままいり

参」、「因
い な ば ど う

幡堂」などの公演と
山本東次郎氏（人間国宝）による講話。

10月27日㈯14時から 川崎能楽
堂 148人 3,000円 9月19
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
から電話か同HPでも受け付け☎222-
7995 市文化財団 ☎272-7366
544-9647。

連載50周年記念特別展
「さいとう・たかを ゴルゴ13」
　初公開の貴重な原画をはじめ、ゴル
ゴの愛用品やお宝シーンなども紹介。

9月22日～11月30日
一 般1,200円、65

歳以上と高校・大学生
1,000円

10月28日㈰14時試合開始
とどろきアリーナ
100組200人

9月28日（消印有効）までに往
復ハガキか市HPで
〒210-8577市民文
化 局 市 民スポーツ
室☎200-2257
200-3599。［抽選］

広報テレビ・ラジオ番組

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

SPコミックス96巻 表紙
©さいとう・たかを

小川典子
©武藤章

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18：15～18：30（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

FUJITSU SPORTS/NANO association

富士通レッドウェーブ
（女子バスケットボール）市民招待
Wリーグ「三菱電機コアラーズ」戦




