
4月7日

選挙管理委員会選挙課
☎200-3425 200-3951※色はブルーまたはオレンジ

市選挙マスコット「イックン」

選挙権のない子どもも保護者と一緒に投票所に入れます。将来、有権者になるお子さんと投票所に行ってみませんか。

クイズに答えてプレゼントをもらおう！（応募資格は18歳未満）投票所に行くとわかる

正解者の中から抽選で100人にイックンのマルチ傘カバー=写真=をプレゼント。応募方法などの詳細は、選挙特設HPで。

こんにちは。中村憲剛です。
サッカーをやる以上うまくなりたいし、
どんな試合でも勝ちたい。
そう思ってここまでやってきました。
強いチーム、組織にするために必要だと
思うことは自分から相手に伝えないと
いけないと思います。

それは「街」も同じだと思います。

自分の住んでいる街をより良くするために
自分から参加できるのが
この市議会議員選挙です。

あなたはどんな「川崎」にしたいですか？

それを誰に託しますか？
あなたの1票が「川崎」を決めます。
投票所へ足を運んでください！ 

投票所の受付では、ある物を使ってその人が投票できるか確認しています。
それは何でしょう。●の中に入る文字を選んでください。問題

　３月３０日ごろから候補者の情報など
が分かる「選挙公報」を各世帯に配布し
ます。また、区役所や図書館などにも
配架する他、選挙特設HPからもご覧に
なれます。

選挙公報を配布します

選挙特設HP
川崎市　統一地方選挙 検索

●ート型パソコン　　❶ア　❷ノ　❸ハ

・自分の名前が記載された「投票所入場整理券」をお持ちください。
・万が一、「投票所入場整理券」が届かなかった場合や紛失した場合でも、投票できます。

投票所に行ってみよう！キャンペーン18歳未満のみんなも

３月２９日ごろまでに、投票所が記載された「投票所入場整理券」を１人１枚、各世帯にまとめて封書＝写真＝で郵送します。
投票日当日の投票所は「投票所入場整理券」でチェック
４月７日はどこに行けばいいの？

中村憲剛選手からのメッセ
ージ

詳細は、各世帯に封書で郵送される「投票所入場整理券」に同封されているチラシや、選挙特設HPをご覧ください。
20半

詳しくは

044-200-3939 8時～21時（年中無休）
200-3900

2019
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川崎市 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
☎044-200-2111（代表）
総務企画局シティプロモーション推進室
☎044-200-2287　 044-200-3915
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納税通知書の発送
　平成31（2019）年度の固定資産税・
都市計画税納税通知書は4月8日に発
送します｡ 市税事務所資産税課、市
税分室資産税担当。
固定資産税(土地･家屋)の縦覧制度
　固定資産税の納税者は、所有して
いる土地・家屋の他、同一区内の土
地・家屋の価格も確認できます。本人
確認のため、官公署などが発行した
顔写真付きの書類(運転免許証など)
を持参してください。顔写真付きの書
類がない人は健康保険証や国民年金
手帳などの書類を複数提示してくださ
い。代理人は委任状も必要です。期
間…4月1日～5月7日(土・日曜、祝日
を除く)。縦覧場所・ 資産の所在す
る区を担当する市税事務所資産税課、
市税分室資産税担当。
市公募債（５年満期）の販売
　1万円単位で購入でき、元本は5
年後に一括償還、確定利率で年２回
の利息が受け取れます。利率など発
行条件は4月10日㈬午前10時ごろに
決定。窓口販売は11日～22日。詳
細は取扱金融機関などにお問い合わ
せください。 財政局資金課☎200-
2182 200-3904
国民健康保険高額介護合算療養費
支給のお知らせ
　国民健康保険と介護保険の両方に
自己負担額がある世帯が対象です。
29年8月～30年7月の自己負担額を
合計し、限度額（所得･年齢により異
なります）を超えた世帯を対象に、超
えた額を支給します。4月以降、対象
の世帯主宛てに、申請のお知らせを
送付します。詳細はお問い合わせくだ
さい。 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 こくほ・こうきコールセンター☎
982-0783
国民年金保険料(月額)の改定
　4月から16,410円に改定されます。
区役所保険年金課、支所区民セン

ター保険年金係。
児童扶養手当の月額改定
　18歳未満の児童を養育している、
ひとり親家庭の父母などが対象。4月
分から次の通り改定します。

　 区役所児童家庭課、地区健康福
祉ステーション児童家庭サービス担当

こども未来局こども家庭課☎200-
2709 200-3638
ひとり親家庭への新たな支援施策
　4月1日から「通勤交通費助成」「高
校生等通学交通費助成」などを実施
します。詳細はお問い合わせくださ
い。 こども未来局こども家庭課
☎200-2674 200-3638
猫の不妊･去勢手術補助金
　対象…市内在住で責任を持って猫を
世話していて、4月から平成32(2020)
年3月までに協力動物病院で手術を受
けさせた人。第1期=4月1日～12月
27日、第2期=平成32(2020)年1月6
日～3月31日｡ 補助額…メス１匹3,000
円。オス１匹2,000円。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。 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。
民間企業のスポーツ施設の一般開放
　市内企業などの協力で、利用可能
な時間に開放しています。

　いずれも 市民文化局市民スポー
ツ室☎200-3322 200-3599
不動産鑑定士による無料相談会
　価格、借地、相続など不動産の相
談に乗ります。 ❶4月4日㈭❷4月
9日㈫、10時～16時 ❶は市役所
第3庁舎1階❷は武蔵溝ノ口駅南北自
由通路 財政局資産運用課☎200-
0563 200-3905
市立学校教員採用試験説明会

　教員免許所有者・取得見込み者が
対象。 各前日までに市HPで教育

委員会教職員人事課☎200-3843
200-2869 [事前申込制]
稲田公園内「市さかなの家」閉鎖
　多摩川に放流する稚魚の飼育・展
示施設が川崎河川漁業協同組合の蓄
養事業の終了により3月末で閉鎖しま
す。 建設緑政局みどりの保全整備
課☎200-2388 200-3973
春休み期間中
小学生の市バス乗車料金が50円に
　3月26日～4月4日、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
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）。 4月12日㈮、
9時～12時、13時～16時 宮前区
役所4階会議室 市民オンブズマン
事務局☎200-3691 245-8281

西
にし

中
なか

原
はら

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

夜
や

間
かん

学
がっ

級
きゅう

の生
せい

徒
と

　対
たい

象
しょう

…❶～❸を全
すべ

て満
み

たす人
ひと

。❶
市
し

内
ない

在
ざい

住
じゅう

か在
ざい

勤
きん

❷中
ちゅう

学
がっ

校
こう

の就
しゅう

学
がく

年
ねん

齢
れい

(15歳
さい

)を過
す

ぎ義
ぎ

務
む

教
きょう

育
いく

を未
み

修
しゅう

了
りょう

または既
き

卒
そつ

者
しゃ

で、さまざまな理
り

由
ゆう

で
十
じゅう

分
ぶん

に学
まな

べなかった❸自
じ

分
ぶん

で通
つう

学
がく

できる。授
じゅ

業
ぎょう

時
じ

間
かん

…17時
じ

半
はん

～21時
じ

15分
ふん

。 直
ちょく

接
せつ

、西
にし

中
なか

原
はら

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

☎777-2239(平
へい

日
じつ

14時
じ

～19時
じ

：副
ふく

校
こう

長
ちょう

まで) 799-3954 総
そう

合
ごう

教
きょう

育
いく

セ
せ

ン
ん

タ
た

ー
ー

☎844-3734 844-3727。
※必

ひつ

要
よう

書
しょ

類
るい

など詳
しょう

細
さい

はお問
と

い合
あ

わせ
ください。

　河川や水路の環境を守る清掃活動
などを自主的に行う団体｡ 活動に必
要な軍手やごみ袋などは市が支給。
年１回、活動の課題などについての意
見交換会も。対象…5人以上の団体（3
分の2以上が市内在住か在勤か在学
者)｡ 建設緑政局河川課☎200-
2906 200-7703。※詳細はお問
い合わせください｡

がんばるものづくり企業
操業環境整備助成制度の利用者
❶立地促進支援…市内の準工業地域
と工業地域（一部対象外区域あり）で
工場などを新・増設する経費を助成。
対象：中小製造業者。助成額：経費の
5分の1以内（上限3,000万円）。
❷操業環境改善支援…工場の操業環
境の改善（防音・防振・脱臭対策など）の
ための経費を助成。対象：市内に工場
がある中小製造業者（一部対象外区
域あり）。助成額：経費の4分の3以内
（上限300万円）。
　 ❶は4月1日から随時（要事前
相談）❷は4月1日～平成32(2020)
年1月末（毎月末を締め切りとし、月
ごとに選考。予算に達した月に募集
終了）に申請書と必要書類を直接、経
済労働局工業振興課☎200-2333
200-3920 [選考]。※詳細はお問い

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・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

開放施設（団体利用） 利用対象日
富士通ゼネラル
体育館（高津区） 毎日

聖マリアンナ医科
大学体育館（宮前区） 日曜、祝日

川崎信用金庫
テニスコート・野球
場（多摩区）

5～11月の
月･木･金曜
（祝日を除く）

マクセルスリオン
テック 大・小グラウ
ンド（多摩区）

毎日

※申し込み・利用方法などの詳細は市
HPで

養育する児童数 改定後（月額）
1人 42,910～10,120円
2人(第2子加算) 10,140～5,070円
3人以上
(第3子以降加算) 6,080～3,040円

開放施設（個人利用） 利用対象日
専修大学総合体育館
プール(多摩区)

4～12月の
指定された日

専修大学体育事務課☎911-1273
（平日9時～17時）。※詳細は大学HP
｢プール公開｣で

日程 時間 場所
4 月9日㈫ 19時～

20時半
麻生市民館

4 月17日㈬ 教育文化会館

4 月20日㈯ 13時～
15時 中原市民館

市職員募集
　選考日…4月28日㈰

選考区分 資格 締め切り

助産師
看護師

昭和35年4月2日以降生まれで、
採用日までに必要な免許を有す
るか取得見込みの人

4月12日( 消印有効 )

　 履歴書の上部余白に選考区分を朱書きし、締め切りまでに直接か簡易書
留で〒210-8577病院局庶務課☎200-3846 200-3838 ［選考］。※選考案内
は同課、川崎病院、井田病院、区役所などで配布中。市HPからもダウンロード
できます

　選考日…6月2日㈰
選考区分 資格 人数 締め切り

技能職員
(市バス
運転手養
成枠 )

次の全てを満たす人。❶昭和 54年 4
月 2 日以降生まれ❷ 10 月 1 日時点
で大型自動車第二種免許の受験資格
がある❸裸眼か矯正視力が両眼で 0.8
以上かつ片眼でそれぞれ 0.5 以上

5人 5月 23日
( 消印有効 )

　 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。※選考案内は市バス営業所･乗車券発売所、
区役所などで配布中。市バスHPからもダウンロードできます

河川愛護ボランティアの活動団体
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象…市内在住・在勤で知的障害があ
り、活動場所まで１人で来られる人。
活動…5月～平成32(2020)年3月の
間、月1回程度。材料費・交通費など
は自己負担。日程、条件など詳細は
各館へお問い合わせください。

　 各締め切りまでに直接か電話
で各館へ。［抽選］。※いずれも各区在
住・在勤者を優先。企画・運営を行うボ
ランティアも各館で募集中。
こども相撲大会の参加者
　 5月5日㈷8時45分～14時。荒
天時は5月6日㈷ 富士見相撲場
小学生 100円 4月22日(必着)
までに申込書を郵送かFAXで〒211-
0051中原区宮内4-1-2市スポーツ協
会☎739-8844 739-8848 [事前
申込制]。※申込書は区役所、スポー
ツセンターなどで配布中｡ 市HPから
もダウンロードできます｡
かわさきマイスター候補者
　対象…市内在住か在勤1年以上の

合わせください。申請書などは同課
で配布中。市HPからもダウンロード
できます｡
市民意見（パブリックコメント）
　遺品整理や引っ越しなどで一時的に
多量に発生する家庭系ごみに、民間
事業者を活用して対応する新たな収集
運搬制度についての意見。提出･
4月19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環境局廃棄物政策担当
☎200-2558 200-3923。※いず
れも書式自由。資料は同担当、区役所、
市HPなどで公開中。
市障害者スポーツ大会の参加者
　全国障害者スポーツ大会の代表選
考会を兼ねています。

　いずれも身体・知的・精神の障害者
手帳を持っている13歳以上の人。
❶は4月5日❷は4月12日❸は4

月26日までに申込書を直接かFAX
で住んでいる区の区役所高齢･障害
課、地区健康福祉ステーション高齢･
障害係。[事前申込制] 市民文化局
市民スポーツ室☎200-3547 200-
3599。※申込書は同課･係で配布中｡
市HPからもダウンロードできます。
障がい者社会参加学習活動の参加者
　社会見学や料理などの活動を通し
て地域交流、仲間づくりをします。対

40歳以上で、応募職種に25年以上
従事している優れた技術・技能職者。
自薦・他薦は問いません。認定され
た人には、認定証、報奨金などを贈
呈。後継者育成や経済振興などの活
動を支援します。 5月24日（必着）
までに推薦書を直接か郵送で〒210-
8577経済労働局労働雇用部☎200-
2242 200-3598 ［選考］。※推薦
書は4月1日から同部で配布。市HPか
らもダウンロードできます。

せんとう健康長寿応援プログラム
　銭湯で健康体操やミニ講座を開催｡

　いずれも木曜、全6回。実施時間
は各施設へお問い合わせください。
65歳以上、各10人程度(要介護認

定を受けていない人) 3月25日か
ら直接か電話で各施設。[先着順]
健康福祉局高齢者在宅サービス課☎
200-2651 200-3926。※詳細は
各施設、区役所などで配布中のチラ
シで｡
伝統工芸館藍染め体験
❶ストール染め… 4月12日㈮､ 10時
～12時、13時半～15時半 18 歳以
上、各5人 3,800円。
❷おとなのこいのぼり… 4月18日
㈭10時～13時 中学生以上15人
3,000円。
❸親子で藍染めこいのぼり… 4月20
日㈯、21日㈰、10時～13時 5～12
歳の子どもと保護者、各6組12人
3,000円(2匹分。1匹500円で追加可)。
　 ❶は4月1日❷は4月4日❸
は4月8日（いずれも必着）までに直
接か往復ハガキ（希望日時も記入）で
〒214-0032多摩区枡形7-1-3伝統
工芸館☎ 900-1101 [抽選]
ふらっと育休子連れカフェ
　職場復帰の時期、保育園探しのこ
となどを話し合える場です。 4月～
平成32(2020)年3月の第3水曜（8月
を除く、11月は第4水曜）、10時半
～11時45分 すくらむ21保育室
育児休業中の人と乳幼児、当日先着
各10組 すくらむ21☎813-0808
813-0864
再就職を希望する女性のための
パソコン講座（ワード初級）
　育児や介護で離職した人が対象｡

4月18日㈭、19日㈮、9時半～12時、
全2回 すくらむ21 10人。保育あり
（1歳～就学前、先着10人、350円、
要予約） 4,000円、テキスト代別途
3月27日9時から電話、保育の有無

も記入しFAX、HPで、すくらむ21☎
813-0808 813-0864 [先着順]
女性起業家法律講座
～ネットショップ編
　開業までのシミュレーションやネット
ショップ運営の法律知識などを学びま
す。 4月21日㈰10時～11時半 す
くらむ21 起業準備中か起業間もな
い女性25人。保育あり(1歳～就学前、
先着10人、350円、要予約) 1,000
円 3月25日9時から直接、電話、
保育の有無も記入しFAX、HPで、す
くらむ21☎813-0808 813-0864 
[先着順]
民具製作体験
❶竹細工「丸型六ツ目かご」… 4月
28日㈰10時～15時 小学4年生以
上25人 1,500円。
❷わら細工「ぞうり」… 5月12日㈰
10時～15時 小学4年生以上20人
1,000円。　

　 ❶は4月15日❷は4月27日
（いずれも必着）までに直接か往復ハ
ガキ（希望日も記入）で〒214-0032
多摩区枡形7-1-1日本民家園☎922-
2181 934-8652 [抽選］

手話入門講習会
　初心者対象の基礎講座。 5月14
日～7月2日の火曜、19時～20時半､
全8回 多摩川の里身体障害者福
祉会館 35人 4月5日9時から
直接、電話、FAXで同会館☎935-
1359 935-1706 [先着順]
手話奉仕員養成講座・入門編
　初めて手話を学ぶ人向け。
◎幸区コース… 5月18日～9月21
日の主に土曜、14時～16時 御幸
いこいの家。
◎中原区コース… 5月23日～9月
19日の主に木曜、18時半～20時半
福祉パルなかはら。

　いずれも全18回 各30人 各
3,240円 4月25日(必着)までに往
復ハガキ（希望コースも記入）で〒211-
0037中原区井田三舞町14-16聴
覚障害者情報文化センター☎798-
8800 798-8803 [抽選]

春休み映画上映会
「それいけ！アンパンマン」
　「おもちゃの星のナンダとルンダ」を
上映します。 3月25日㈪13時～14
時10分(12時から整理券配布) 川崎
マリエン交流棟１階マリエンシアター
当日先着100人 川崎港振興協会

☎287-6009 287-7922

「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

銭湯名
申し込み 開催日

かまぶろ温泉
（川崎区藤崎）
☎211-2626

4月18日､5月23日､
6月20日､7月18日､
8月15日､9月19日

浅田湯
（川崎区浅田）
☎344-0456

4月25日､5月30日､
6月27日､7月25日､
8月22日､9月26日

小倉湯
（幸区小倉）
☎599-2085

4月11日､5月16日､
6月13日､7月11日､
8月8日､9月12日

たちばな温泉
たちばな湯
（高津区子母口）
☎788-4399

4月4日､5月9日､
6月6日､7月4日､
8月1日､9月5日

活動場所
申し込み・問い合わせ

人数
締め切り

教育文化会館（川崎区）
☎233-6361 244-2347

30人
4月16日

幸市民館
☎541-3910 555-8224

15人
4月19日

中原市民館
☎433-7773 430-0132

40人
4月21日

高津市民館
☎814-7603 833-8175

40人
4月16日

宮前市民館
☎888-3911 856-1436

25人
4月17日

多摩市民館
☎935-3333 935-3398

10人
4月12日

麻生市民館
☎951-1300 951-1650

30人
4月19日

大会 開催日時 場所

❶フライン
グディスク

5月11日㈯
10時10分～

県立中原
養護学校

❷陸上 5月26日㈰
10時～

等々力陸
上競技場

❸卓球 6月1日㈯
10時～

幸スポーツ
センター

市民委員募集

　資格…いずれも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)。 [選考]。※申し込みの詳細、小論文のテーマなどは、区役所、
市民館などで配布中のチラシか市HPで

会の名称
《概要》

任期 申し込み・
問い合わせ人数

川崎市住宅政策審議会　
≪住宅や住環境の政策の
重要事項について調査審
議する≫

5月 1日～平成 33
（2021）年 4月 30日

4 月 8 日（ 必 着 ）
までに〒210-8577
まちづくり局住宅
整備推進課☎200-
2995 200-39703 人

福祉有償運送運営協議会
≪移動制約者を対象にした
有償運送（移送サービス）
の必要性を協議する≫

6月 1日～平成 33
（2021）年 5月 31日

4 月 19 日（必着）
までに〒210-8577 
健康福祉局障害福祉
課 ☎ 200-2928
200-3932

2 人 ( 移送サービスを
受ける人と1年以上福
祉活動を行っている団
体に所属している人、

各 1人 )

川崎市食育推進会議
≪市の特性を生かした食育
の推進について協議する≫

7月 1日～平成 33
（2021）年 6月 30日

4 月 22 日（必着）
までに〒210-8577
健康福祉局健康増進
課 ☎ 200-2451
200-3986

2 人

川崎市市民健康づくり運
動推進懇談会
≪市民の健康づくりの推進
について意見聴取する≫

6月 1日～平成 33
（2021）年 5月 31日

1人



の夕景・夜景を満喫。 5月25日㈯❶
サンセットクルーズ…16時半～18時
半❷工場夜景クルーズ…19時～21
時。荒天中止 根本造船所（小島新
田駅徒歩10分）集合・解散 小学生以
上、各100人（小学生は保護者と参加）
5,800円（軽食・飲み放題付き）

3月27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
親子かわさき森のようちえん
　自然の中で五感を使い自由に遊び
ます。 5月29日㈬10時～11時半。
荒天中止 青少年の家 1～3歳の
子どもと保護者10組 子ども1人と
保護者1人で1,000円、1人増えるご
とに500円追加 4月9日13時か
ら直接か電話で青少年の家☎888-
3588 857-6623 ［先着順］
かわさきパラコンサート
2019～ LINK
　年齢や障害の有無などにかかわら

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

ライト・イット・アップ・ブルー
～ようこそ自閉症ワールドへ！
　自閉症について理解を深めるため
のイベント。ガラスのタワーのブルー
ライトアップ点灯式と音楽ライブ（出
演：星乃あんり、ｓｏｕｒｃｅｓ、ノブタク）を
行います。 4月2日㈫17時半～19
時。雨天時は内容変更 ラ チッタデッ
ラ中央噴水広
場（川崎駅中央
東口徒歩5分）
健康福祉局

障害計画課☎
200-0871
200-3932
かわさきシネマ大道芸
フェスティバル
　川崎駅東口周辺で、映画をテー
マにした大道芸が楽しめます。 4
月7日㈰11時～17時。荒天中止
市民文化局市民文化振興室☎200-
2433 200-3248。※詳細はラ チッ
タデッラHPで。
古民家カフェ「陣屋荘」
　築100年の古民家で香り高いコー
ヒーとお菓子などを味わえます。 4
月26日～6月30日の金曜13時～16
時半、土・日曜と祝日11時～16時半
（いずれもラストオーダー16時） カ
フェ実費と入園料 日本民家園☎
922-2181 934-8652
さいわい寄席
　出演は柳家〆治（真打ち）他。 4月
28日㈰❶10時半開演❷13時45分開
演（開場は各30分前） 幸市民館ホー
ル 小学生以上、当日先着各840
人 幸落語研究会☎ 511-6901。
市民文化局市民文化振興室☎200-
2280 200-3248
黒川満喫プログラム
「ドラム缶ピザ焼き体験」
　 5月3日㈷～5日㈷、9時半～13

時。荒天中止 黒川青少年野外活
動センター 3歳以上、各50人（小
学生以下は保護者と参加） 高校生
以上1,000円、小・中学生800円、3
歳～就学前500円 4月15日（必
着）までに往復ハガキ（家族は1通で可）
に希望日（第2希望まで）と、家族での
申し込みは全員の氏名と年齢も記入
し〒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］
ビッグバンドナイト
　大編成バンドがラテンとジャズを演
奏。出演は伊波秀進＆The Big Band 
of ROGUES（東京キューバンボーイズ
Jr.）。 5月11日㈯18時開演（開場17
時半） 市民プラザ 200人 2,500
円（当日券3,000円） 4月1日9時
から電話かFAXで市民プラザ☎888-
3131 888-3138 ［先着順］
「あそびの日」かわさき広場
　グラウンドゴルフなどのニュース
ポーツ、昔遊び、アウトドアクッキン
グなどが楽しめます。 5月19日㈰
10時～14時。荒天中止 黒川青少
年野外活動センター 400人（小学3
年生以下は保護者と参加） 500円

4月22日（消印有効）までに全員
（6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
市民スポーツ室☎200-3312 200-
3599 ［抽選］

サンセット・工場夜景
クルーズコンサート
　ジャズを聞きながら、船上から工場
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4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）

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

ず楽しめるコンサート。国内外で活躍
しているアーティストがパフォーマンス
します。 6月1日㈯13時半～15時
半 カルッツかわさき 1,500人
5月24日（消印有効）までに全員の

氏名、年齢、座席数（4席まで）、障害
などの理由で配慮が必要な場合はそ
の旨も記入しハガキかFAXで〒164-
0011東京都中野区中央4-26-10-7
階かわさきパラコンサート実行委員会
事務局☎03-6382-5605（平日10時
～17時） 03-6382-5606 ［抽選］
市民文化局オリンピック・パラリンピッ
ク推進室☎200-0529 200-3599。
※市HPからも申し込めます。

◎アジア交流音楽祭…アジア各国の
民俗音楽・舞踊や、川崎で活動する
ミュージシャンなどによる無料のラ
イブステージを9会場で開催。
市民文化局市民文化振興室☎

200-3725 200-3248

◎アジアンフェスタ…タイ、中国、
インドなどの食が楽しめる「アジア
屋台村」、豪華賞品が当たるスタン
プラリー、商店街イベントなど。
経済労働局商業振興課☎200-

2356 200-3920

アジア交流音楽祭・アジアンフェスタ
４月13日㈯・14日㈰　 川崎駅周辺

　音楽と食でアジアを満喫しに出掛けませんか。詳細は問い合わせる
か各イベントのHPで。一部雨天中止。

　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.25

尾車部屋

友風 勇太
 関

　市立富士見中学校、県立向の岡工業高校、日本体育大学を卒業後、
尾車部屋に入門。嘉風関の付き人を務めながら、昨年の11月場所で
新十両優勝し、3月場所で新入幕を果たす。身長183㎝、体重180㎏。

大相撲力士　友
とも

風
かぜ

 勇
ゆう

太
た

 関　 (本名・南友太、24歳)

　「自分は川崎で育ち、川崎で相撲を覚えた。場所前の必
勝祈願も川崎。強い縁を感じる」と話す友風関。36年ぶり
となる、市出身の関取誕生に、市民の声援も熱い。
　昨年は番付の階段を駆け上がった飛躍の年となった。
通常、力士の稽古は午前中で終わり、午後は食事や睡眠
をとって体を休めるのが一般的だが、友風関の場合は稽
古後もジムを回って体づくりをしているという。「トレーニン
グは好き。期待やプレッシャーも嫌いじゃない」と、力強さ
を感じさせる。得意技は「突き」と「押し」。趣味は幼少の頃
から始めたピアノという一面も。
　4月12日㈮には、とどろきアリーナで開催される春巡業・
大相撲川崎場所に出場する。「川崎場所は土俵がスポットラ
イトで照らされていて、力士の取組が見やすくなっている。
例年大盛況で、力士としてやりがいがある。格好いい相撲をとって、ふるさと川崎の皆
さんに喜んでもらいたい」と、今から楽しみにしている様子だ。

▼ 友風関（右）の取組

▶
 
福
田
市
長
と
談
笑
す
る
友
風
関（
左
）

▶
 
福
田
市
長
と
談
笑
す
る
友
風
関（
左
）

チケットの購入は☎ 0570-007-677（平日10時～17時）

川崎場所の詳細は 大相撲川崎場所 検索

提供：共同通信社


