
　いよいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会が来年開
催と近づいてきました。
　市では、東京２０２０大会に向けた取り組みとして、心のバリア
フリーの浸透をレガシー（遺産）として残していくために、平成２８
（２０１６）年から「かわさきパラムーブメント」の啓発活動に努めて
います。かわさきパラムーブメントは、「めざせ！やさしさ日本代
表!」をキャッチフレーズに、多様性あふれる豊かな未来をつくる
ことを目指しています。
　これまで、障害者スポーツを「見て、知って、感じて」いただくた
めに最高峰のプレーを間近に観戦する機会や体験イベントなども開

催してまいりました。そして、折に触れ述べてきましたが、多様性
を尊重する社会には、私たちの意識の変化こそ重要であり、寛容
性を持って他者を迎え入れていくことも不可欠だと考えています。
　今月号の特集では、街の風景からパラムーブメントに通じるア
クションの一例を紹介しています。誰もが自分らしく活躍し、優
しさが街中にあふれ、多くの来街者の方に「川崎に行ってよかっ
た」と思ってもらえる街は素敵です。
　「かわさきパラムーブメント」を今後、時間をかけて川崎市全域
に根付いたムーブメントとして発展させていきたいと思います。
ぜひ、ご参加ください。

多様性あふれる豊かな未来へ

川崎市長
福田 紀彦

多様性あふれる豊かな未来を目指す「かわさきパラムーブメント」のロゴは、市のブランドメッセージ
「Colors′Future!いろいろって、未来。」のロゴをベースにデザインされました
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　下に書かれているそれぞれのアクションは皆さんに身近な「か
わさきパラムーブメント」の一例です。各アクションに相当する
シーンを、イラストの中から見つけてください。見つけたシーン
に書かれている文字を下の四角に書き込み、上から順に読んでい
くとキーワードが出来上がります。そのキーワードを書いて読者
プレゼントに応募しましょう！

❶かわさきパラムーブメント
　特製モバイルチャージャー　３人
❷図書カード（1,000円券）　５人

２月２８日（必着）までに①読んだ号（２月１日号と記入）②キーワード
③氏名④住所⑤年齢⑥良かった記事とその理由⑦区版への意見⑧
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

検索かわさきパラムーブメント　やさしさの連鎖

　「かわさきパラムーブ
メント」を動画で分かり
やすく紹介しています。

～キーワードを答えて、抽選でプレゼント！～

プレゼントの申し込み方法はこちら

　一人一人が「かわさきパラムーブメント」に参加することで、川崎の未来が動きだします。まずは、自分でできる小さなアクションから始めてみませ     んか。
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

　らしやす　まち かわ　 へ 　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ーを取り除き、
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です。

「かわ   パラムーブメント」
ってなーに？

広げませんか？ パラムーブメントの輪知ってますか？
「パ」のロゴ

～や し の連鎖～
ショートムービー配信中

　あらゆる人に、「かわさきパラ
ムーブメント」を知ってほしい。
そして参加、行動してほしい。
そんな思いから誕生したこのロ
ゴは、「かわさきパラムーブメン
ト」のシンボルとして、さまざま
な所で展開していきます。

「かわさきパラムーブメント」ロゴステッカー
【商店舗用】交付中！　
　バリアフリーに取り組んでいる商店舗の皆さん。お店で
取り組んでいる「おもてなし」内容をステッカーに記載、店
頭に掲出することで、サポートを必要とする人にバリアフ
リー情報を届けませんか。詳細はお問い合わせください。
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

ぜひご覧ください

　思い思いのスタイルで誰かとつながり、互いを理解し、
支え合う「かわさきパラムーブメント」。笑顔あふれる「か
わさきパラムーブメント」のシーンを探してください。

街中にあふれる　  を探してみよう

共に生きる大切さを学ぶ  □
ヒント➡ 小学生が学校で視覚障害者疑似体験をする

アクション

1

アクション

2
困っている人を助ける心遣いと行動力  □
ヒント➡ 迷っている人に、道を教える

アクション

3
不自由なくアクセスできる環境づくり  □
ヒント➡ ベビーカーでもスムーズに移動できる

アクション

4
誰もがスポーツを楽しめる  □
ヒント➡ 競技場で、みんなで一緒にスポーツ観戦をする

アクション

5
誰もが文化芸術に親しめる  □
ヒント➡ コンサートで自分を表現する

アクション

6
みんなで地域づくりに貢献  □
ヒント➡ 地域の人たちと清掃活動をする

アクション

7
誰もが職業などを通じて社会参加  □
ヒント➡ 障害のある人も生き生きと仕事をする

アクション

8
みんながコンシェルジュ  □
ヒント➡ 民家園に来た観光客にボランティアが案内する

アクション

9
世界が注目！新たな価値を生み出すまち  □
ヒント➡ 医薬品などの研究開発を行う

かわ   パラムーブメント

アクション！もっと
もっと
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新しいアイデアを
どんどん形にしよう！

何かお困りですか？

自分のスキルを
もっともっと生かすぞ

みんなでまちをきれい
にすると気持ちいい !

例

ベビーカー
OK！

000-0000

手話で、みんなに
感動を届けたい!

競技場での試合
観戦ってすごい迫力！

一体感が最高！

体験してみると
よく分かるね

ありがとうございます。
駅への道が分からなくて

これが昔の
日本の民家ですよ

スロープがあると
移動が楽だね
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　川崎駅北改札、北口通路の開業1周年を記
念して、さまざまなイベントを行います。
日時　2月 17日㈰ 10時～ 16時
場所　川崎駅北口通路、コモレビテラス他
内容　演奏会…市立川崎高等学校附属中学校

吹奏楽部や洗足学園音楽大学「ジャズ・
ブラス・ガンボ」が、コモレビテラス
で演奏
ミニ南武線…川崎工科高等学校生が南
武線のミニ列車を北口通路で走らせ、
子ども向けに乗車体験を実施
その他、小学生のイラスト展、鉄道模
型の展示などもあります。詳細はお問
い合わせください

総務企画局シティプロモーション推進室
☎200-2473 200-3915

　川崎ブレイブサンダースのホームゲームに招待します。
日時　4月 3日㈬ 19時 5分試合開始…三遠ネオフェ

ニックス戦。5日㈮ 19 時 5分試合開始、6日
㈯ 16時 5分試合開始…富山グラウジーズ戦

場所　とどろきアリーナ
人数　市内在住、各日 100人

3月 20日（消印有効）までに往復ハガキに必要
事項（5面参照）と希望日（複数可）、人数（4人まで）
を記入し〒 212-0013 幸区堀川町 580 ソリッドスク
エア東館 4階DeNA川崎ブレイブサンダース市民招
待受け付け担当☎ 520-1833［抽選］。※応募用 HP
からも申し込めます
市民文化局市民スポーツ室

☎ 200-2257 200-3599

　聴覚に障害のある選手によるバレーボールの日本一
を決める大会を無料で観戦できます。全国から男子・
女子合わせて約 40チームが集まり戦います。
日時・内容　2月 22日㈮ 14時～16時半
　　　　　　…開会式他

23日㈯ 9時～ 19時…予選リーグ
24 日㈰ 9時～ 17 時…決勝トーナメン
ト戦、交流試合他

場所　とどろきアリーナ他
市民文化局市民スポーツ室

☎ 200-3547 200-3599

●医療費控除による所得税の還付を
　受けようとする場合
　所得税の確定申告書の記載などが全て
整っているものは、次の申告会場で受け付
けます。
申告会場　各税務署、市税事務所、市税分室、

幸・宮前・多摩区役所（区役所の
受付時間は9時～16時）

※年金収入が 400万円以下などで所得税の
確定申告が不要な人も、市民税・県民税で医
療費控除などの適用を受けるためには、市民
税・県民税申告書の提出が必要です

※29年分から、領収書の代わりに「医療費
の明細書」が必要になりました。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
載がな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。詳細は国
税庁HPで

　いずれも 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

●確定申告の日曜対応
　所得税・復興特別所得税、個人消費税、
贈与税の申告書の受け付けと作成相談を行
います。
日時　2月 24日㈰、3月 3日㈰
　　　相談受付時間…8時半～16時
　　　（相談開始は 9時15分）
　　　申告書の提出のみ…8時半～17時
　　　会場が混雑している場合は受け付け

を早めに締め切ることがあります
場所　各税務署
川崎南税務署☎ 222-7531、川崎北税

務署☎ 852-3221、川崎西税務署☎ 965-
4911
財政局市民税管理課 200-3907

　市では、住民自治の振興や発展、地域福祉の向上に
貢献した町内会・自治会長などに、自治功労賞を贈呈
しています。今年度は9人が受賞しました。
市民文化局市民活動推進課☎200-2479 200-

3800

川崎駅北口1周年
楽しいイベント
めじろ押し

川崎ブレイブサンダース（男子バスケットボール）市民招待

ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会

税に関するお知らせ自治功労賞　受賞者決まる
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鋼管通東町内会

　確定申告と市民税・県民税の申告の期間は2月18日～3月15日（土・日曜を除く）です。

固定資産税・都市計画税第4期分の
納期限は2月28日です。金融機関
や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

©KBT

北口通路

コモレビ
テラス

とどろきアリーナでの熱戦を見に行こう（赤ユニホーム
が川崎ブレイブサンダース）

応募用HP▶

提供：日本デフバレーボール協会

●納期のお知らせ

※個人情報は対象試合の招待抽選と抽選結果の案内のために使用し、
DeNA川崎ブレイブサンダース「プライバシーポリシー」に基づき、
適切に取り扱います

マスコットキャラクター
ロウル ©KBT
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国民年金保険料の前納制度
　納付には2年･1年･6カ月の前納制
度があります。2年前納は毎月納付に
比べ2年間で14,000円程度の割引に
なります。前納には口座振替・クレジッ
トカード・現金・電子納付などが利用で
きますが、手続きが必要で、毎年2月
末が締め切りです。詳細はお問い合
わせください。 区役所保険年金課､
支所区民センター保険年金係。
市立学校施設の市民利用・
夜間校庭開放の利用受け付け
◎市立学校施設の市民利用…市立小･
中･特別支援学校の校庭･体育館･特別
教室は、生涯学習やスポーツ・文化活
動の場として団体利用ができます。各
学校の学校施設開放運営委員会に団
体登録し、申し込んでください。開放
施設･日程は各学校で異なります。
◎夜間校庭開放…下表の学校の校庭
を4月1日～12月20日(久本小は32年
3月31日まで）の夜間(原則18時～21
時)、開放します。利用希望月の前月
第1土曜（4月分は3月1日）に下表の受
付場所･時間で日程を調整します。教
育委員会に団体登録が必要です。

　 教育委員会生涯学習推進課☎
200-3309 200-3950。※いずれ
も詳細は問い合わせるか市HPで。
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、昨年4月から今年3
月まで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（30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（最終
受け付けは3月29日）。 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。
市議会議員・県議会議員選挙
立候補予定者事前説明会
　上記選挙に立候補を考えている人
か代理人が対象（人数は立候補予定
者1人につき2人程度）。本人か代理
人の印鑑持参。市議会議員…2月27

日㈬。県議会議員…3月6日㈬。い
ずれも13時から 市役所第4庁舎2
階ホール 選挙管理委員会選挙課☎
200-3425 200-3951
市議会テレビ座談会
「予算の審議を前に」
　31年度予算案について各会派の
代表者が見解などを語ります。 2
月24日㈰20時～20時55分。テレビ
神奈川(tvk) 議会局広報･報道担当
☎200-3364 200-3953
外国人留学生のための就職フェア
合同企業就職説明会
　企業約30社が参加予定。前半は留
学生向けの就職ガイダンス。対象…
31～32年に大学、専門学校などを卒
業予定か既卒の外国人留学生。 3
月7日㈭13時～17時(開場12時半)
川崎フロンティアビル2階KCCIホール
（川崎駅北口東徒歩1分） 経済労働
局労働雇用部☎200-2276 200-
3598。※市HPから事前に参加の申し
込みができます。
市職員採用説明会
　市長講演、職種別の業務説明、試
験情報など。対象…31年度市職員
(大学卒程度など)採用試験の受験を
考えている人。 3月9日㈯12時45
分～15時半 カルッツかわさき
2月1日9時から市HPで人事委員会任
用 課 ☎200-3343 222-6449[事
前申込制]。※詳細は市HPで。
都市計画の素案説明会・公聴会
　未整備の古川公園（幸区古川町）に
関する都市計画の廃止について。説明
会… 3月11日㈪19時～20時半 幸
市民館。縦覧… 3月12日～26日 ま
ちづくり局都市計画課､ 幸区役所､ 幸
図書館、市HP。公聴会… 4月13日
㈯10時～12時 幸市民館。公述の申
し出がある場合のみ開催。申し出…縦
覧期間中に都市計画課へ 10人。[抽
選] まちづくり局都市計画課☎200-
2033 200-3969

消費生活モニター
　消費生活に関する研修会などへの
出席(年4回程度)、アンケートへの回
答(年3回程度)、行事への参加･意見
の提出。資格…次の要件を全て満た
す人。❶市内在住の20歳以上❷31
年度の国・都道府県・市町村の各種モ
ニターに応募していない❸28･29･30
年度の市消費生活モニターを経験し
ていない❹公務員ではない。任期…
委嘱された日(4月下旬予定)～32年
3月31日。 21人以内 2月28日
(消印有効)までに応募用紙を直接、郵

送、FAXで〒210-8577消費者行政セ
ンター☎200-2262 244-6099 [選
考]。※応募用紙は区役所などで配布
中。市HPからも申し込めます。
市国民健康保険運営協議会委員
　市国民健康保険事業の運営につい
て審議します。資格・人数…市内在住
１年以上で6月1日現在20歳以上の国
民健康保険の被保険者 (任期中に満
75歳に達する人、退職者を含む市職
員、市付属機関などの委員を除く)。
3人。任期…6月1日～34年5月31日。

2月28日(消印有効)までに直接
か郵送で〒210-8577健康福祉局保
険年金課☎200-2632 200-3930 
[選考]｡  ※申し込みの詳細、小論文
のテーマなどは市HPで。
｡平和推進補助事業
　市民や団体が実施する平和推進事
業に補助金を交付します。 3月1
日(必着)までに申請書を直接か郵送で
〒211-0021中原区木月住吉町33-1
平和館☎433-0171 433-0232 [選
考]｡ ※申請書は2月5日から同館、
区役所などで配布｡ 詳細はお問い合
わせください。
わくわくプラザ申し込み受け付け
◎わくわくプラザ…放課後、土曜、
夏休みなどに、小学校施設を利用し
て児童の遊びや生活の場を確保しま
す(18時まで)。なお、夏休みなどの
平日の開設時間を8時半から8時に早
めます。対象:市内在住か市立小学
校在学で4月から小学１～6年生にな
る児童。
◎子育て支援･わくわくプラザ…わく
わくプラザ終了後の安全な居場所を
確保します(19時まで)。対象:わくわ
くプラザを利用していて、保護者が
仕事などで18時までに迎えに来られ
ない児童。 月額2,500円。

　いずれも 3月1日から随時、平日
授業終了後～18時、土曜8時半～
18時、夏休みなどの平日8時～18

時に、保護者が申込書を直接、各小
学校のわくわくプラザ室へ。現在利
用中で31年度も利用を希望する人も
要申し込み こども未来局青少年支
援室☎200-3083 200-3931。※
申込書は、こども文化センター、わ
くわくプラザ室で3月1日から配布。
市教育改革推進会議 市民委員
　市の教育改革の課題や「かわさき
教育プラン」の進

しんちょく

捗状況について意
見を述べます。資格・人数…20歳以
上で市内在住１年以上の人(市職員と
市付属機関などの委員を除く)。2人。
任期…就任した日（5月下旬予定）～
32年3月31日。 3月6日（消印有
効）までに直接か郵送で〒210-8577
教育委員会企画課☎200-3244
200-3950 ［選考］。※申し込みの
詳細、小論文のテーマなどは2月4日
から区役所などで配布するチラシか
市HPで。
地域子ども･子育て活動支援助成事業
　地域で子どもや若者を見守り、支
える取り組みを行う団体に、補助金
を交付します。 事前に連絡し、
3月15日までに必要書類を直接、こ
ども未来局青少年支援室☎200-
2669 200-3931［選考］。※説明
会あり。詳細は問い合わせるか、区
役所などで配布中の募集案内か市
HPで｡

川崎病院市民公開講座
「健康寿命を延ばしましょう！」
　ロコモティブシンドローム（加齢な
どによる運動機能低下）の症状や対
策について、専門医と理学療法士
が話します。 2月15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
多摩川水辺の楽

がっこう

校
シンポジウム川崎
　子どもたちが、多摩川について調
べたことや発見したことを発表しま
す。田中正人氏(アドベンチャーレー
サー )=写真=の講演と野草のワーク
ショップも。 2月17日㈰12時半～
16時半(開場12時) エポックなかは
ら7階大会議
室 当日先着
180人 建設
緑政局多摩川
施策推進課☎
200-2268
200-3979

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・学年　
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

か わ さ き 市 政 だ よ り

所在小学校 問い合わせ

さくら小・大島小・
東大島小

ふれあい館
☎ 276-4800
287-2045

菅生小・犬蔵小・
稗原小

菅生こども文化
センター
☎ 976-0444

宿河原小・登戸小
KFJ多摩すかい
きっず
☎934-0801
934-0802

片平小・栗木台小･
はるひ野小・
岡上小

児童育成会コッコロ
☎ 987-8110
987-3877

その他の小学校
かわさき市民活動
センター
☎430-5603
430-5577

学校名 受付場所 受付時間
臨港中 教育文化会館

14時
塚越中 幸市民館

中原市民館 14時半

久本小 高津市民館

14時
菅生中 宮前市民館
南生田中 多摩市民館
麻生小 麻生市民館

（テニスコート使用不可）
東住吉小



歴史講演会「新興工業都市としての
近代川崎～成り立ちと人々の生活」
　講師･沼尻晃伸氏（立教大学教授）。
2月24日㈰14時～16時(開場13

時半) エポックなかはら7階大会議
室 当日先着150人 公文書館☎
733-3933 733-2400
腎臓病講座と腎臓病料理教室
◎腎臓病講座…「慢性腎臓病の栄養
療法」講師･澤直樹氏（虎の門病院リ
ウマチ膠

こうげん

原病科部長）。「慢性腎臓病
の食事療法」講師･吉川睦氏(同病院
分院栄養部）。 3月2日㈯13時半
～16時(開場13時） 医師会館3階
ホール 当日先着100人。
◎腎臓病料理教室…塩分やタンパク
質に気遣った料理を作ります。 3月
10日㈰10時半～14時 高津市民館
20人（市内在住者優先） 2月15

日までに直接､電話､ FAXで。[抽選]
　 健康福祉局健康増進課☎200-
2462 200-3986
上級救命講習会
　 3月6日㈬9時～18時 麻生消
防署 30人 1,000円 2月20
日9時から電話で市消防防災指導公
社☎366-2475 272-6699 [先着
順]

てくのまつり
　市内最高峰の匠

たくみ

「かわさきマイス
ター」による実演、ものづくり体験、
各種販売など。 2月17日㈰10時
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ミューザ川崎シンフォニーホール

音楽大学フェスティバル・オーケストラ
　小林研一郎＝写真＝の指揮で、首
都圏9音大と北海道・沖縄2音大から選
抜されたメンバーがベルリオーズ「幻想
交響曲」他を演奏。
3月31日㈰15時開演
カルッツかわさき
S席2,000円、A席

1,500円
直接、電話、HPで同

ホール

☎520-0200（10：00～18：00）
520-0103　

※音楽ホールは6月30日まで休館中

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
2月のプラネタリウム
　★一般向け「世界の望遠鏡から」。
★子ども向け「ももんがさんとおほしさ
まじゅーす」 土・日曜、祝日、12時、
14時半。★ベビー＆キッズアワー
20日㈬、10時半、11時半。★星空
ゆうゆう散歩「1等星めぐり」 21日㈭
13時半。★フュージョン投影「宇宙の
姿を求める旅」 第2・4日曜15時半
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
伝え続けたいもの
「ふるさとからの贈り物」
　民家園ゆかりの地域の伝統芸能、
物産販売、ワークショップなど。原則、
申し込みが必要です。事前にお問い
合わせください。
3月23日㈯、

24日㈰
入園料

※時間、料金はイベ
ントごとに異なります

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）

「みんなのひろば」リニューアル！
　開館以来初のリニューアルをしまし
た。「のび太の家」を1／5スケールで
再現した新たな展
示やフォトスポット
も登場。市民向け
優先入館チケット
も販売中。詳細は
施設HPで。

生田緑地内の
博物館

TAROバースデーコンサート
　岡本太郎の誕生日（2月26日）を祝う
コンサート。岡本が著書「美の世界旅行」
（昭和57年）で「いのち輝くスペイン」と
書いたエッセーにちなんで、スペイン
の名曲を中心に楽しみます。
2月24日㈰

14時開演
椅子席70席

は観覧券購入
者優先

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

～16時 てくのかわさき☎812-
1090 812-1117
よみうりランド
「梅の季節の高齢者招待」
　市内在住で65歳以上の人とその
同居家族が対象。2月20日～3月3
日の期間中、入園料とゴンドラの往
復料金が無料になります。当日、健
康保険証などの身分証明書を、入園
窓口とゴンドラ窓口で提示してくださ
い。開花時期は約200本の梅が楽し
めます。開花情報は、よみうりラン
ドへお問い合わせください。 よみ
うりランド遊園地☎966-1111。健
康福祉局高齢者在宅サービス課☎
200-2620 200-3926
プラチナファッションショー
in多摩
　レッスンを重ねた65歳以上の市民
モデルによるファッションショー。
2月23日㈯14時～16時（開場13時
半） 多摩市民館大ホール 当日先
着900人 市民文化局市民文化振
興室☎200-2433 200-3248
耳の日の集い
　難聴についてのパネル討論会、手
話ダンス、太鼓の発表などを通して
耳の不自由な人と交流します。要約
筆記、手話通訳あり。 2月24日
㈰13時～16時（開場12時半） 国際
交流センターホール 川崎市中途失
聴･難聴者協会 753-0596。健康
福祉局障害福祉課☎200-2676
200-3932

　キャンプ体験やアウトドア用品の活
用などを通じて災害を乗り越える知識
を楽しく学べる防災イベント。 3月
2日㈯10時～15時。荒天中止 多
摩川緑地バーベキュー広場 カワサ
キキャンプ実行委員会☎050-3772-
7785。建設緑政局企画課☎200-
0511 200-3973

カワサキストリート
ミュージックバトル･ファイナル
　ストリートやライブハウスなどで活
躍するミュージシャンによるコンテ
スト。 3月9日㈯15時～19時半
サンピアンかわさき 600人

2,000円（当日券2,500円） チ
ケット販売中。電話かメールでカワ
サキミュージックキャスト☎272-6636
（木曜を除く10時～18時） info@
k-m-c.org ［先着順］ 市民文化局市
民文化振興室☎200-3725 200-
3248
東京交響楽団 川崎定期演奏会
　指揮はクシシュトフ・ウルバンスキ、
曲目はモーツァルトのバイオリン協
奏曲第5番、ショスタコービッチの
交響曲第4番。 3月23日㈯14時
開演 カルッツかわさき 小学生以
上2,000人。保育あり(2,000円か

ら、要予約。詳細はお問い合わせく
ださい) Ｓ席8,000円、Ａ席6,000
円、Ｂ席4,000円、Ｃ席3,000円、
D席2,500円 チケット販売中。
電話で東響チケットセンター☎520-
1511（平日10時～18時）［先着順］
市民文化局市民文化振興室☎200-
2030 200-3248
春休み臨海部工場見学会
　椅子や大型の装飾金属品の製造現
場を見学後、ロボットストラップを作
ります。 3月26日㈫12時半～16
時半 大川町工業団地(川崎駅集合、
貸し切りバスで移動) 小学生と保護
者20組40人程度 小学生1人につき
1,000円 2月25日までに市HPで
臨海部国際戦略本部臨海部事業推進
部☎200-3634 200-3540 ［抽選］
親子ふれあい運動遊びコンサート
　音楽に合わせて子どもと一緒に体
を動かします。 3月27日㈬10時半
～11時半 とどろきアリーナ 子ども
（0歳から参加可）と保護者280人
3月1日(消印有効)までに全員(保

護者1人につき子ども3人まで)の氏
名･年齢も記入し往復ハガキで〒210-
8577市民文化局市民スポーツ室☎
200-3312 200-3599 [抽選]

かわさき市美術展
　市民や市内で活動している人を対象
とした公募展。平面、彫刻・立体造形、
工芸、書、写真、中
高生各部門で入
賞・入選した作品
を展示。
3月2日～16日

広報テレビ・ラジオ番組

前回の最優秀賞作品 「Retina」 山脇勇大©山本倫子

出演：河野智美（ギター） 

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

か わ さ き 市 政 だ よ り

©Fujiko-Pro かわさきスポーツパートナー

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

山屋の田植踊り

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）
3月2日㈯18時5分試合開始、3日

㈰16時5分試合開始…サンロッカー
ズ渋谷戦。13日㈬19時5分試合開始
…横浜ビー・コルセアーズ戦
川崎フロンターレ（サッカー）
Ｊ1リーグ（等々力陸上競技場）
※日時、対戦相手はチームHPで確認
してください
前売りはコンビニなどで販売
市民文化局市民スポーツ室☎200-

2257 200-3599

カワサキキャンプin多摩川




