
4/27土

28日

29月　昭和の日

30火　退位の日

5/1水　即位の日

2木　国民の休日

3金　憲法記念日

4土　みどりの日

5日　こどもの日

6月　振替休日

大型連休中の準備は
できていますか？

大型連休の予定

※婚姻届などの戸籍の届け出は、閉庁時間中も区役所守衛室で受領します

住民票の写しなど証明書の発行
➡川崎行政サービスコーナーは全日開所。
　その他の行政サービスコーナーは、27日㈯、28日㈰のみ開所
➡マイナンバーカードを利用したコンビニ交付は、
　27日㈯6時半〜23時、30日㈷19時〜23時を除き交付

サンキューコールかわさき☎200-3939　 200-3900

診療科目 医療機関 問い合わせ 受付時間

内   科
小児科

川崎休日急患診療所 ( 川崎駅徒歩 15分 ) ☎211-6555 244-3889

9時～11時半、13時～16時
※4月27日㈯は診療なし

★のみ毎日夜間診療あり
内科：18時半～22時半

幸休日急患診療所 ( 川崎駅からバス「御幸小学校前」下車 ) ☎555-0885 544-3840
中原休日急患診療所 ( 武蔵小杉駅徒歩 5分、医師会館 2階 ) ☎722-7870 722-8477
高津休日急患診療所 ( 高津駅徒歩 10分 ) ☎811-9300 811-9700
宮前休日急患診療所 ( 鷺沼駅からバス「宮前休日診療所」下車 ) ☎853-2133 855-3044
多摩休日夜間急患診療所 ( 向ケ丘遊園駅徒歩 5分、多摩区役所内 )★ ☎933-1120 932-6671
麻生休日急患診療所 ( 新百合ケ丘駅徒歩 3分、麻生区役所敷地内 ) ☎966-2133 955-3571

小児科
北部小児急病センター (向ケ丘遊園駅徒歩5分、多摩区役所内・多摩休日夜間急患診療所内) ☎933-1120 932-6671 18時半～翌朝5時半
中部小児急病センター ( 武蔵小杉駅徒歩 4分、日本医科大学武蔵小杉病院内 ) ☎ 733-5181 18時半～23時
南部小児急病センター ( 川崎駅徒歩 15分、川崎病院内 ) ☎ 233-5521 24時間(来院前に電話で連絡。診察は重

症患者優先)
※多摩病院のみ次の期間、一般外来（初診
受付）あり。4月27日㈯、5月2日㈷、いずれ
も8時半〜10時半。5月6日㈷8時半〜11時

救急外来
（市立病院）

川崎病院 ( 川崎駅徒歩 15分 ) ☎ 233-5521
井田病院 ( 日吉駅徒歩 15分 ) ☎ 766-2188
多摩病院 ( 登戸駅徒歩 3分 ) ☎ 933-8111

歯科
歯科医師会館診療所 ( 川崎駅徒歩 7分 ) ☎233-4494 201-7776

9時～11時半、13時～16時
※4月29日㈷、5月3日㈷～5日㈷のみ診療中原歯科保健センター ( 武蔵小杉駅徒歩 7分 ) ☎733-1248 733-1248

百合丘歯科保健センター ( 百合ケ丘駅徒歩 4分 ) ☎966-2261 966-2261
※専門的な治療が必要な場合、別の医療機関を紹介することがあります

4月27日㈯〜5月6日㈷に受診できる休日急患診療所・救急外来など

２４時間365日、受診可能な市内医療機
関(歯科を除く)を案内します。
タクシーや民間救急事業者の案内も可
能です（タクシーなどの利用は有料）
オペレーター案内　☎739-1919
音声ガイダンス　☎739-3399
※医療相談は行っていません

電話で医療機関を探すなら
急な病気やけがの時

かわさきのお医者さん 検索

インターネットで
医療機関を探すなら

※連休中の医療機関・薬局の開院情報は「かわ
さきのお医者さん」からアクセスできる神奈川
県HPに掲載されています

27日（土）8時半〜12時半のみ開設

転入・転出や国民健康保険の
加入・脱退などに関すること

区役所（区民課・保険年金課）

行政サービスコーナーなど

ごみと資源物
通常通り収集を行います

区役所

住民票

連休中の医療機関、
区役所業務などの案内です。

救急医療情報センター

044-200-3939 8時〜21時（年中無休）
200-3900

2019
APRIL

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

発行

編集

4 21

人口：152万2,241人（前年同月比12,354人増）　世帯数：73万4,501世帯
川崎市のデータ（平成31年4月1日現在）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
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軽自動車税の納税通知書の発送
　平成31（2019）年度の軽自動車税
納税通知書は5月9日に発送します。

市税事務所市民税課、市税分室管
理担当。
市国保特定健診での前立腺がん
腫瘍マーカー（ＰＳＡ）検査

　50歳以上の男性が対象（希望者の
み。市国民健康保険の特定健診と同
時に受ける場合に限ります）。特定健
診の受診券は6月中旬に発送します。
市内協力医療機関に要予約。 400
円 市がん検診・特定健診等コールセ
ンター☎982-0491、健康福祉局健
康増進課 200-3986。※協力医療
機関は受診券に同封する資料に記載。
特別な理由による予防接種の
再接種費用助成

　小児がんによる骨髄移植などを
行ったことで、予防接種の再接種が
必要となり、再接種日に市に住民登
録がある20歳未満が対象。 健康
福祉局感染症対策課☎200-2440
200-3928。※詳細はお問い合わせ
ください。

特定不妊治療への費用助成拡充
　4月以降に、特定不妊治療に至る過
程の一環として、精子を精巣または精
巣上体から採取するために手術を行っ
た場合に、初回に限り３０万円まで助
成します。 こども未来局こども保健
福 祉 課 ☎200-2450 200-3638。
※詳細はお問い合わせください。
不妊症・不育症の相談

　不妊治療を受けようか迷っている
人、検査･治療方法を知りたい人、治
療との付き合い方に悩む人などに専
門の医師や看護師が相談に乗ります。

毎月1回土曜、9時半～11時半。
1回30分程度 ナーシングセンター 

予約制。随時､ 電話で市看護協
会 ☎711-3995(平 日9時 半 ～16時
半） 711-5103
視覚障害者、聴覚障害者用の
日常生活用具の給付

　視覚障害者用の拡大読書器、聴覚
障害者用の情報受信装置などを給付
します。 それぞれの障害で身体障
害者手帳の交付を受けている人
直接、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･障害担当 健康福祉局障害福祉
課☎200-2653 200-3932
犬の登録と狂犬病予防注射

　生後91日以上の犬には、登録と年
１回の狂犬病予防注射が必要です。
飼い主は注射を受けさせ、注射済票

の交付（手数料550円）を受けてくださ
い。未登録の犬の場合は、別途登録
手続き（手数料3,000円）が必要です。
注射料金や実施日などは動物病院に
確認してください。 区役所衛生課。
ひとり親家庭応援メールマガジン

　ひとり親家庭への支援やイベントな
どの情報を月１回程度、配信していま
す。「メールニュースかわさき」で登録で
きます。 こども未来局こども家庭
課☎200-2672 200-3638。※詳
細は市ＨＰで。
支援を必要とする子どもの
保護者向け就学説明会

　来年4月に小学校に入学する子ど
もの保護者が対象。 ❶5月14日㈫
❷21日㈫、いずれも10時～11時
❶は中原市民館❷は多摩市民館 教
育委員会指導課☎200-3827 200-
2853。※詳細は問い合わせるか市ＨＰ
で。療育センター利用者の就学説明会
は各療育センターへ確認してください。
ひとり親家庭向け
看護師を目指す人のための説明会

　高等職業訓練促進給付金の説明、
給付金を活用して看護師になった人
の体験談、予備校講師からの受験ア
ドバイスなど。 6月8日㈯13時半～
16時 母子・父子福祉センター 市
内在住の、ひとり親家庭の父母30人。
保育あり(１歳～小学2年生、先着10
人、要予約) 4月25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］
女性のための個別キャリア相談

　経験豊富な女性カウンセラーが､
再就職・転職・就労継続などの相談に
乗ります｡ ❶5月18日㈯❷6月6日
㈭、10時半～11時20分、11時半～
12時20分 各2人。 保育あり(1歳
～就学前、350円、要予約) ❶
は4月25日❷は5月15日､ いずれも
9時から直接、電話､ FAX（希望日時
も記入）､ HPで､ すくらむ21☎813-
0808 813-0864［先着順］
仕事探しや就職相談
◎希望に応じた職業紹介・就職準備セ
ミナーなど…キャリアサポートかわさ
き（てくのかわさき5階） 0120-95-
3087（平日9時～17時）。
◎働くことへの不安や悩みなどの相
談…コネクションズかわさき（てくのか
わさき3階）☎850-2517（水・日曜と祝
日を除く10時半～18時） おおむね
39歳までの人やその家族。
　 経済労働局労働雇用部☎200-
2276 200-3598
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）。 5月10日㈮、
9時～12時、13時～16時 麻生区
役所4階会議室 市民オンブズマ
ン事務局☎200-3691 245-8281
新任　市民オンブズマン・
人権オンブズパーソンの紹介
◎新任・市民オンブ
ズマン…4月1日 付
で、清野幾久子氏（明
治大学専門職大学
院教授）=写真＝が就
任しました。市民の苦情や申し立てに
公平・中立の立場で対応し、行政の改
善や監視に当たります。 市民オン
ブズマン事務局☎200-3691 245-
8281
◎新任・人権オンブ
ズパーソン…4月1
日付で、池宗佳名子
氏（弁護士）＝写真＝
が就任しました。い
じめや虐待など子どもの権利の侵害、
男女平等に関わる人権侵害の相談や
救済に当たります。 人権オンブズ
パ ーソン 担 当 ☎813-3112 813-
3101
「カワサキノコト
〜川崎市 市勢要覧2019」を発行

　川崎の多彩な
魅力や市の基礎
データを紹介し
た広報誌です。
区役所、市民館
などで配布して
いる他、市HPで
も公開中です。

総務企画局シティプロモーション推
進室☎200-2281 200-3915
高津図書館の休館

　5月7日㈫は施設点検のため、臨時
休館します。 高津図書館☎822-
2413 844-7594

市介護相談員
　介護保険施設などを月2回程度訪問
し、利用者や家族から話を聞いて、施
設職員や市に伝えます。施設訪問は１
回につき3,000円、連絡会議（隔月開
催）参加は2,000円を支給。 養成研修

（費用は市が負担）に全回参加できる、
市内在住で20歳以上の3人。書類選
考後、面接あり。詳細はお問い合わせ
ください 5月8日（消印有効）までに
応募書を郵送で〒210-8577健康福祉
局高齢者事業推進課☎200-2910
200-3926 ［選考］｡ ※応募書は区役
所で配布中｡ 市HPからもダウンロード
できます。
市民アンデパンダン展の作品

　絵画、書道、写真の展示会への
出展作品。対象…市内で創作活動を
している15歳以上。出品料…１部門
2,000円。1人2点まで。出品に関す
る規定などは申込書で。展示期間・場
所…6月25日～7月7日、アートガー
デンかわさき。 5月31日（必着）
までに申込書を郵送かHPで〒212-
8554幸区大宮町1310ミューザ川崎
セントラルタワー 市文化財団☎272-
7366 544-9647。※申込書は区
役所などで配布中。

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

市職員募集
　試験日…6月23日㈰

試験区分 資格 締め切り

❶事務系（行政事務・社会福祉・
心理・学校事務）
❷技術系（土木・電気・機械・
造園・建築・化学）
❸消防士
❹薬剤師、獣医師、保健師

❶❷❸は平成 2 年 4 
月 2 日～ 10 年 4 月
1 日に生まれた人❹ 
は昭和 60 年 4 月 2 
日以降に生まれた人

電子申請
（市HP）で

5 月16 日
（17 時受信有効）

　試験区分、受験資格などの詳細は情報プラザ、区役所などで配布中の受験案
内で。申し込み方法の詳細も含め、市HPでも見られます。 人事委員会任
用課☎200-3343 222-6449 [選考]

試験日…5月26日㈰助産師・看護師

大学卒程度

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

5 月 10 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、区役所などで配布中。市HPからもダウンロードできます
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市自閉症協会☎080-1172-6864（平
日9時 ～17時） 280-7392 ［先 着
順］ 健康福祉局障害計画課☎200-
3796 200-3932。※詳細は区役
所などで配布中のチラシか市HPで｡
日本女子大学公開講座
❶名画が語る音楽…演奏を楽しみな
がら、名画にまつわる音楽の物語を
ひもときます。 5月13日、6月10日、
7月8日の月曜、14時～15時半 各
８０人 各1,300円｡
❷象徴天皇を考える…多様な天皇論
を振り返りながら、これからの天皇制
などを考えます。 5月15日㈬10時
半～12時 40人 1,300円｡
　いずれも 日本女子大学生涯学習
センター（読売ランド前駅徒歩15分）

5月8日17時（消印有効）までに
直接、講座名（❶か❷、❶は希望日）
も記入しハガキかFAX、HPで〒214-
8565多摩区西生田1-1-1日本女子大
学生涯学習センター☎952-6961
952-6962 [抽選] 教育委員会生
涯学習推進課☎200-3304 200-
3950
入門点字講習会

　 5月14日～6月11日の火曜、10
時～12時、全5回 南部身体障害者
福祉会館 20人 756円 4月30
日21時（消印有効）までに直接、往復ハ
ガキ、電話、FAXで〒210-0834川崎
区大島1-8-6南部身体障害者福祉会
館☎244-3971 244-3885 [抽選］
川崎プロボノ部
オープニングセミナー&説明会

　プロジェクト始動にあたり、社会課
題の解決を行う起業家がプロボノとの
出合いを紹介。 5月19日㈰14時～
16時 川崎商工会議所（川崎駅北口
東徒歩1分） 50人 4月25日から
電話、ＦＡＸ、ＨＰで、かわさき市民し
きん☎873-4586 872-9327 [先着
順］ 市民文化局協働・連携推進課☎
200-2167 200-3800
救命講習会
◎普通救命講習Ⅰ… ❶5月22日㈬9
時～12時❷5月27日㈪9時～12時
❶は宮前消防署❷は中原消防署 各
800円。
◎上級救命講習… ❸5月25日㈯9
時～18時 川崎消防署 1,000円。
　 各30人 ❶❷は5月7日❸は
5月13日、いずれも9時から電話で
消防防災指導公社☎366-2475
272-6699 [先着順] 
今日からできる認知症予防

　認知症予防のための運動や脳トレー
ニング体操などを健康運動指導士から
学びます。  5月22日㈬13時半～15
時半 てくのかわさき 100人  
4月25日9時から直接、電話、FAXで、
かわさき健康づくりセンター☎333-
3741（平日9時～20時）  333-3769 

［先着順］ 健康福祉局健康増進課☎
200-2438 200-3986

　来年1月13日㈷に開催する「成人の
日を祝うつどい（成人式）」の企画を立て
運営します。6月上旬～来年2月中旬
の平日19時～21時と土・日曜の午前か
午後に全10回程度活動します。 活
動に参加できる、おおむね16～25歳

5月31日（必着）までに必要事項と
メールアドレス（ある場合）、成人式に
ついて思うこと（簡潔に）を記入し直接、
ハガキ、市HP、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

地域文化財候補
　文化財の管理・活用に関わりのあ
る団体から、地域文化財顕彰制度の
対象となる候補の推薦を募集します。
対象は指定・登録されていない、おお
むね50年を経た文化財。 6月28
日(必着)までに推薦書と必要書類を直
接か郵送で〒210-8577教育委員会
文化財課☎200-3305 200-3756 
[選考]。※推薦書は市HPからダウン
ロードできます。必要書類などの詳細
はお問い合わせください。
スマートライフスタイル大賞

　省エネ・節電などの二酸化炭素削減
や地球温暖化対策に貢献する取り組
み(個人、団体)を募集します。
5月1日～7月31日に応募用紙をメー
ルで環境局地球環境推進室☎200-
3871 200-3921 30tisui@city.
kawasaki.jp [選考]。※応募用紙は
市HPからダウンロードできます。

マリエンテニス教室 
　初心者でも、気軽に楽しめます。
5月9日 ～6月27日 の 木 曜、18時 半
～20時、全8回。雨天予備日あり
川崎マリエンテニスコート 15歳以
上、20人（中学生は保護者の送迎が必
要） 8,000円(レンタルラケット1,600
円) 4月25日（必着）までにテニス経
験、ラケットレンタルの有無も記入し往
復ハガキ、FAX、メールで〒210-0869
川崎区東扇島38-1川崎港振興協会
☎287-6009 287-7922 jigyou.
kakari@kawasakiport.or.jp [抽選]
発達障害ペアレントメンター　　
養成研修オープン講座

　「発達障害のある子の子育て～子ど
もから信頼される保護者になること」を
テーマに、発達障害について学びま
す。 5月11日㈯14時～16時 半
中原区役所 120人 4月25日か
ら電話か申込書（チラシ）をFAXで川崎

井田病院市民公開講座
「大腸がんから命を守るには」
　 5月23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 
事業承継シンポジウム

　事業承継支援の専門家を講師に迎
え、事業承継の進め方や事例などに
ついて話を聞きます。 5月23日㈭
15時～17時 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) 80人 4月25日9時から
FAXかHPで川崎商工会議所☎211-
4114 211-4118 [先着順]。※詳
細は川崎商工会議所HPで。
家庭介護教室　

「安全な車いすの移動・移乗」
　 5月29日㈬13時半～16時半
高齢社会福祉総合センター 15人

4月25日9時から直接､ 電話､ FAX
で高齢社会福祉総合センター☎976-
9001 976-9000 ［先着順］
「寺子屋先生」になりませんか
◎先生の募集…子どもの放課後学習
のサポートや体験活動の指導をしま
す。交通費程度の謝礼あり。
随時、電話かメールで教育委員会生
涯学習推進課☎200-3309 200-
3950 88syogai@city.kawasaki.
jp ［選考］
◎養成講座… ❶5月29日～6月19
日の水曜❷6月26日～7月17日の水
曜、いずれも9時半～11時半（寺子
屋見学は水曜午後）、全4回 ❶は生
涯学習プラザ❷は麻生市民館 全回
参加できる各30人 ❶は5月15
日❷は6月12日までに電話、FAX（❶
か❷も記入）、HPで市生涯学習財団
☎733-6626 733-6697 [抽選]｡  
※詳細は問い合わせるか市HPで。
かしこい消費者講座
〜知って安心､ 終えんの覚悟と準備

　エンディングノートの書き方や遺言
について話を聞きます。 5月31日
㈮14時～16時 てくのかわさき
60人 4月25日8時から電話でサン
キューコールかわさき☎200-3939 
[先着順] 消費者行政センター☎
200-3864 244-6099
ロボット製作教室

　8月に開催される｢かわさきロボット
競技大会Jr.ロボット部門｣に参加する
ために、ロボットを製作します。 6
月1日、29日、7月20日、8月3日 の
土 曜、13時～17時、 全4回 産 業
振興会館 小学3～中学3年生を含む
4人までのチーム、24チーム １チー
ム3,000円 5月3日（必着）までに

申込書を郵送、メールで〒212-0013
幸区堀川町66-20市産業振興財団☎
548-4117 548-4110 robo26@
kawasaki-net.ne.jp [抽選]。※申込
書は財団HPからダウンロードできる
他、郵送での取り寄せもできます。
50代からの生き方連続講座

　定年退職後の夫婦関係、介護離職、
生前整理､ エンディングノートなどにつ
いて考えます。 6月2日､ 16日､ 7月
14日、8月18日､ 10月13日､ 27日の
日曜、10時～12時、全6回 すくらむ
21 市内在住・在勤の35人 5月8
日9時から直接、電話、FAX、HPで、
すくらむ21☎813-0808 813-0864 
[先着順]｡  ※詳細は区役所などで配
布中のチラシか施設HPで。
健康な犬猫と暮らすために〜栄養
を味方につけて犬猫と暮らそう

　犬や猫のライフステージ別の栄養
管理や、必要な栄養素の違いなど
について理解を深めます。 6月9
日 ㈰14時 ～16時 A

ア ニ マ モ ー ル

NIMAMALL 
か わ さ き(鹿 島 田 駅 徒 歩11分)
100人 5月8日 から 電 話 かHP
でANIMAMALL か わ さき ☎589-
7137 589-7138 [先着順] 
バーベキュー
初級インストラクター講習会

　バーベキューに関する知識や実技
を学び、検定（筆記試験）を受けます。
合格者には後日、認定証が送られま
す。 6月22日㈯❶9時半～13時❷
13時半～17時。荒天中止 黒川青
少年野外活動センター 18歳以上、
各40人 9,800円（市外在住の人は
10,800円）  5月6日9時 から直
接、電話、HPで黒川青少年野外活
動センター☎986-2511 986-2522

［先着順］

未就業看護職員の復職支援研修
　看護師、保健師、助産師、准看護
師のいずれかの資格があり、現在就
業していない人が対象｡ 7月2日㈫、
25日㈭、9時半～16時、全2回 ナー
シングセンター 20人 5月15日
9時半から直接、電話、FAX、メー
ルで市看護協会☎711-3995 711-
5103 kenshu@kawa-kango.jp

［先着順］

「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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　大型連休中は、子ども向け番組を
中心に1日5回投影します。

4月27日～5月6日❶10時半から…子ども向け投
影「生まれたときの光～ぷりんちゃんのぼうけん」❷
12時から…子ども向け投影「おたんじょうびの星座
たち」❸13時から…一般投影：4月「世界の星座」、5
月「天の川の果て」❹14時半から…子ども向け投影

「ドーナツ星雲をつくろう!?」❺15時半から…フュー
ジョン投影「宇宙の姿を求める旅」（いずれも当日9時
半からチケットを販売）

当日先着、各200人（フュージョン投影は132人。
就学前の子どもは保護者と参加）

一般400円、65歳以上と高校・大学生200円
かわさき宙

そら

と緑の科学館☎922-4731 934-8659

　春は色鮮やかで種類
豊富なバラが開花しま
す。 広い苑内は散策に
も最適。 暖かな日の光
を感じながら、咲き誇る
バラを楽しみませんか。

5月7日～26日、平日
10時～16時半、 土・日
曜9時～16時半（いずれも入苑は16時まで）

生田緑地ばら苑（向ケ丘遊園駅南口徒歩20分、宿河原駅徒歩
23分）
※駐車場（１回500円、100台）の混雑が予想されますので、公
共交通機関を利用してください

生田緑地ばら苑☎ 978-5270（開苑期間中）
建設緑政局みどりの企画管理課☎200-2394 200-3973

者と参加。 5月19日㈰9時半～13
時半。雨天中止 生田緑地 一般
500円、18歳未満200円 5月11
日17時までに電話、FAXかメール（希
望コース、代表者の必要事項、全員
の氏名・年齢を記入）、HPで県ユニセ
フ協会☎045-334-8950（日曜、祝
日を除く10時 ～17時） 045-334-
8951 event@unicef-kanagawa.
jp ［事前申込制］ 総務企画局庶務
課☎200-2244 200-3746
聴覚障害者情報文化センター
まつり

　相談コーナー、福祉機器展、作品
展、手話ダンス（10時半～11時）、手
話・要約筆記体験コーナー、模擬店な
ど。子どもには風船をプレゼント（当
日先着150人）。弁護士による特別講
演「聴覚障害者も受けた強制不妊手
術とは」（13時～15時）もあります。
5月26日㈰10時～15時 聴覚障害
者情報文化センター（講演は1階大広間）

講演は当日先着90人（受け付け12
時半） 同センター☎798-8800
798-8804
8804市民プラザのイベント
◎フリーマーケット…掘り出し物を安
く楽しく探せます。 5月26日㈰10
時～15時。
◎マジックショー…ドキドキ、ワクワク
のステージマジック。どんなマジック
が飛び出すかは当日のお楽しみ。
6月1日㈯12時～13時。
　 市民プラザ☎888-3131
888-3138
青少年の家の週末クラブ

　1年間を通して、同じメンバーでさ
まざまな自然体験活動や宿泊体験を
共にします。 ❶週末ビギナークラ
ブ…5月26日～来年1月26日❷週末
チャレンジクラブ…6月2日～来年2

申し込み方法は2面参照お　知　ら　せ の続き

川崎郷土・市民劇
「日本民家園ものがたり」
　一昨年開園50周年を迎え、国内
外から多くの人々が訪れている「日本
民家園」の誕生秘話を、市民が演じま
す。 ❶5月10日㈮18時半開演、11
日㈯14時開演、12日㈰14時開演❷
5月18日㈯14時 開 演、19日㈰14時
開演 ❶は多摩市民館❷はエポック
なかはら 各100人 指定席：3,600
円、自由席：一般2,900円、学生・障
害 者1,000円、親 子 券（小・中学 生1
人、保護者1人）3,500円。指定席は
前売りのみ、その他は当日300円増し

4月26日13時から電話、希望日
と席種・数も記入しFAXかメールで川
崎郷土・市民劇上演実行委員会☎
555-0588 k.shimingeki@gmail.
com ［先着順］ 市文化財団☎272-
7366 544-9647
年中行事「マンガアライ」

　田植えの終
了を感謝しマ
ンガ（馬鍬）な
どを洗って飾
る様子を、古
民家で再現します。 5月15日～6
月12日、9時半～17時 入園料

日本民家園☎922-2181 934-
8652
伝統工芸館の催し
◎ミニ展示「藍Ｔ～藍染めＴシャツの
魅力」…さまざまな藍染めＴシャツを
展示。 5月15日～7月28日、9時半
～17時。
◎藍染め体験… ❶しぼり染め初級： 
6月8日㈯・9日㈰❷型染め初級：7月20

日㈯・21日㈰、いずれも10時～15時、
全2回 小学5年生以上、各15人（小
学生は保護者と参加） ❶は2,500円
❷は3,000円 ❶は5月27日❷は7月8
日、いずれも17時までに直接かHPで。

［抽選］
　 伝統工芸館☎ 900-1101
干潟の生きもの観察会

　多摩川河口干潟でカニや貝などを
観察します。 ❶5月19日㈰❷6月2
日㈰❸6月15日㈯、9時半～12時半。
荒天中止 環境総合研究所 小学
生以上、各60人（小・中学生は保護者
と参加） ❶は5月7日❷は5月19
日❸は6月1日（いずれも必着）までに
希望日、全員の氏名と年齢も記入し
ハガキ、FAX、市ＨＰで〒210-0821
川崎区殿町3-25-13環境総合研究所
☎276-9001 288-3156 ［抽選］
ユニセフ・ラブウオークinかわさき

　楽しく歩きながら、参加費を開発
途上国の子どもを支援する募金として
役立てます。新緑コース、ばら苑

えん

散
策コース、チームエントリーコースの３
コースから選択。小学生以下は保護
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5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）

月2日、いずれも主に日曜、10時～
15時、全5回 青少年の家 ❶は小
学1～3年生❷は小学4～中学3年生、
各30人 ❶は13,000円❷は16,000
円 ❶は5月9日❷は5月16日、い
ずれも17時までに直接、クラブ名も
記入しFAX、HPで青少年の家☎888-
3588 857-6623 ［抽選］。※詳細
は市民館などで配布中のチラシか施
設ＨＰで。
等々力サッカーフェスタ

　川崎フロンターレによるサッカー教
室を実施します。 6月2日㈰10時
半～16時。荒天中止 等々力陸上
競技場 小学生400人（保護者同伴）

5月7日までに学年、保護者氏名
と続柄も記入しFAXかHPで川崎フロ
ン ターレ ☎0570-000-565 813-
8619 ［抽選］

アウトドア教室
ツリークライミング

　専用のロープをかけて安全に木登
りを体験し、木の上からの景色を楽
しみます。 6月29日㈯・30日㈰、9
時半～12時、12時半～15時、14時
～16時半。雨天中止 黒川青少年
野外活動センター 小学生と保護者、
各10人 2人1組3,600円、1人増え
るごとに1,800円追加 6月1日（必
着）までに希望日時（第2希望まで）、全
員の氏名と年齢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］

春のイベント 楽しみませんか

春の一般開放
検索

かわさきイベントアプリ

かわさきの

iOS Android

イベント情報は
アプリでチェック！

約800種 約 3,300株
生田緑地ばら苑

こども
プラネタリウムまつり

かわさき宙と緑の科学館


