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Enjoy MUSIC
−カルッツかわさきで、音楽を楽しもう！−
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　私たちSHISHAMOは、１月に新しいアルバム「SHISHAMO6」をリリースし、３月か
ら全国ワンマンツアーをまわります!!!
　このツアーの初日というとても重要な日を、地元川崎で迎えられることがとてもうれ
しいです!!!ツアーを成功させるためにも、カルッツかわさきで最高のスタートを切れるよ
うに気合を入れていこうと思います!!!そしてツアーが終わったあと、8月には等々力陸
上競技場で初のスタジアムワンマンライブでまた川崎に帰ってきます!!!
　2020年も私たちSHISHAMOをどうぞよろしくお願いします!!! 宮崎朝子

（ギター、ボーカル）
吉川美冴貴
（ドラム）

松岡彩
（ベース）

　区民のみなさんを川崎ブレイブサンダースのホームゲームにご招待します。チアリーダーや音楽・光を駆使した華やかな演出、美
味しいアリーナグルメ、子どもも参加できるホームゲームイベントなどのエンターテインメントをお楽しみください。

2月23日(必着)までに往復ハガキに氏名・ふりがな、住所、電話番号、希望日(複数可)、観戦人数(1通で４人まで)、
返信宛名面に返信先の住所(記載がないと無効)を記入し〒212-0013幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4FDeNA川
崎ブレイブサンダースチケット部川崎区民招待受付担当、または応募用ＨＰで。［抽選］

区役所地域振興課☎︎201-3231 201-3209

カルッツかわさき☎︎222-5223 222-5122

対象試合　3月4日㈬　 vs.新潟アルビレックスＢＢ
　　　　　3月11日㈬  vs.シーホース三河
　　　　　4月1日㈬ 　vs.新潟アルビレックスＢＢ

試合開始　19時5分
場所　とどろきアリーナ
対象・人数　各日区内在住の50人

▲応募用HP

川崎ブレイブサンダース（ホームゲーム）区民招待

♯7　篠山竜
りゅうせい

青選手
ⒸKAWASAKI BRAVE THUNDERS

　カルッツかわさきは、市内で最大規模を誇る２，０１３席のシューズボックス型文化ホールです。ポップス、オペラ、バレエ、
ミュージカル、ダンスや本格的なクラシックにも対応した音響性能とオーケストラピットを有し、コンサートやさまざまな舞
台芸術が楽しめます。今号では、カルッツかわさきホールが、どのような音楽イベントで利用されているかを紹介します。
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川崎から世界へ！ 若手声楽家たちが、今ここから羽ばたく。

かわさき新人声楽コンクール（本選審査会）
　オペラ歌手を目指す若手声楽家の歌声を間近に感じることができます。詳細は施設HPで。

●本選審査（予選通過者による発表）
●ミニコンサート
　前回入賞者による歌声をお楽しみください。
　出演（写真左から）　
　工藤和真(前回第１位)、市川宥

ゆういちろう

一郎(前回第3位)
●表彰式（第１位［市長賞］、第２位、第３位、聴衆賞）

▲施設ＨＰ

日にち　2月23日㈷
開演　13時(開場12時半)
チケット　1,000円
※当日の来場者による投票を行い、最多
得票者に聴衆賞が授与されます

カルッツかわさき × 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

ミュージカル・ガラ・コンサート2020

3月6日（金）にカルッツかわさきでライブを予定している

SHISHAMO（市民文化大使）

　ミュージカル界とオペラ界をリード
するソリストと声優界唯一無二の歌声
を持つ新星たちによるコンサート。詳
細は施設HPで。
日にち　3月20日㈷
開演　17時(開場16時15分)
チケット　2,000円〜8,000円

出演（写真左から）　
田代万

ま り お

里生、藤岡正明、笛
ふ え だ

田博
ひろあき

昭、宮本益光、武内駿輔

▲施設ＨＰ

指揮　阿部未
み ら い

来
管弦楽　神奈川フィルハーモニー管弦楽団
コーラス　昭和音楽大学ミュージカルコース
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住民票や印鑑証明などは、川崎行政サービスコーナー（かわさき きたテラス：アトレ川崎３階）へ。平日7時半～19時、土日・祝日9時～17時 ☎244-1371

地域活動が広がる「つながるまちづくり」講座

かわさき区ビオラコンサート

日時　3月4日㈬12時10分～12時50分
場所　�市役所第3庁舎1階ロビー
出演　�東京交響楽団　（写真左から）森岡ゆりあ

（ヴァイオリン）、竹田詩織（ヴァイオリン）
曲目　�シュポア：2つのヴァイオリンのための二重奏曲�Op.67�No.1ほか
区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

定例コンサート

1歳6カ月・3歳6カ月児健診は対象世帯に郵送でお知らせします。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用
ＨＩＶ
即日
検査

❶
3日㈫
❷
17日㈫

8時45分～
9時45分

匿名で受けられます。
感染の可能性がある
ときから3カ月経過
した10人

無料
❶2月18日❷3月3日から
電話で区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

13日
㈮

8時45分～
10時

区内在住の１歳３カ月
未満で歯のことで気に
なることがある乳幼児

無料
3月11日までに電話で
区役所地域支援課
☎201-3212［事前申込制］

（会場はいずれも区役所5階）3月の健診案内地域みまもり
支援センター

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

教文まつり
　教育文化会館で活動しているサー
クルが活動成果を発表します。 ❶
書道・俳句・写真などの作品展示…2月
25日㈫～3月1日㈰、10時～16時(25
日は13時～16時)❷歌・社交ダンス・
箏
こと

演奏などの舞台発表…3月1日㈰
13時半～17時❸お抹茶席…3月1日
㈰11時～無くなり次第終了 同施設
❸のみ200円。※お抹茶、絵手紙

作成、着物の着付けなどの体験もで
きます。詳細はお問い合わせください。

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

絵本の世界を楽しもう
　絵本作家「聞かせ屋。けいたろう」氏に
よるおはなし会と講演会。終了後にサ
イン会があります(持参した本1冊にサイ

ン)。 3月8日㈰おはなし会…❶10時
～10時半❷10時50分～11時20分、講
演会…❸13時半～15時 同施設学習
室 ❶乳児と保護者20組❷幼児と保
護者20組❸小学生以上の40人 2月
20日10時から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

田島寄席
　桂

かつら

歌
うたすけ

助師匠による落語。 3月13
日㈮19時～20時(開場18時半) 同
施設 当日先着65人
元気！健康カフェ
　ボッチャを体験してみませんか。
3月6日㈮10時～12時(開場9時半)
100円 同施設 当日先着50人

＊川崎授産学園
☎各記事に記載 201-3293

区役所地域支援課

お寺de市民向け認知症サポーター
養成講座
　認知症についての基礎的な講座。
参加者には、認知症サポーターの目
印である「オレンジリング」を配布しま

す。 3月3日㈫14時～15時半 川
崎大師平間寺信徒会館地階大講堂（大
師町4-48） 3月2日までに直接か
電話で。☎201-3206�［事前申込制］。
妊婦さん集まれ！子育てサロン
わたりだ・保育園見学会
　子育てサロンや保育園の雰囲気を感
じたり、近所に住む妊婦同士で、先輩マ
マやサロンのスタッフと交流ができます。
3月19日㈭9時55分～12時 新町し

ほかぜ保育園、子育てサロンわたりだ
渡田地区在住の人 3月17日までに
直接か電話で。☎201-3217�
［事前申込制］。※徒歩での
移動があります。渡田地区な
どは区HPで確認できます。

＊川崎授産学園
☎201-3319 211-0637

川崎区保育・子育て総合支援センター

地域子育て支援センターおおしま
土曜日開所
　平日来られない人も遊びに来てくださ
い。 2月22日㈯12時15分～15時半
同センター 就学前の子どもと保護者
わらべうたの世界を楽しもう
　ボランティア活動で生かせる講話や実
践体験など。 3月5日㈭、12日㈭、10
時～11時半、全2回 同センター 3月
4日までに直接か電話で。［事前申込制］

潜在保育士・学生対象講座
「保育士の仕事を体験しよう」
　わらべうたについての講話や保育園や
子育て支援センターでの実習、個別相談
会など。 3月5日㈭10時～15時 同セ
ンター 潜在保育士、保育士になりたい
人、子育てに関する仕事をしたい人 3
月4日までに直接か電話で。［事前申込制］

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見1-1-4
☎222-5211 222-5122

カルッツかわさき

かわさき探検　vol.2
　大師エリアをかわさき歴史ガイド協
会のガイドで歩いてみませんか。 3
月29日㈰10時～13時 2,300円（ラ
ンチ付き） 東門前駅～キングスカイ
フロント� 25人 2月15日から直接
かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280-7321 280-7314

東海道かわさき宿交流館

「麦わら細工」を作ろう
　麦わらを使って絵はがきなどを作り
ます。 3月25日㈬10時～16時
同施設4階 40人（小学生以下は保
護者と参加） 300円 2月17日から
電話で。［先着順］

発見！

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

Vol.8

　男性だけで集まれる場所をつくりたいという
思いから2013年11月に結成。毎月、第2・4木
曜の14時から15時半まで、60～80代の男性
が地域包括支援センター「ビオラ川崎」に集まっ
て、ストレッチや音楽に合わせた足踏み、腕振り、
練功の要素を取り入れた体操、そしておしゃべり
を楽しんでいます。その他、女性も参加できる
スポーツ吹き矢や健康マージャンも。まずは見
学や体験に来てみませんか。
区役所企画課☎201-3267 201-3209

男性限定の体操教室「男
だんゆうかい

友会」

男友会の様子

吹き矢の矢を的に当
てるのは難しかった
けど楽しかった♪

カルッツかわさきスポーツ・文化教室参加者募集

「かわさき区子育てフェスタ」実行委員募集

　4月から始まる連続講座の参加者を募集します。ほかの講座などの詳細は
区役所などで配布中のチラシや施設ＨＰをご覧ください。

　乳幼児の保護者への情報発信と交流の場となる「かわさき区子育てフェス
タ(9月5日㈯開催予定)」の企画、運営などを行う実行委員を募集します。
資格　4月1日現在20歳以上で、次のいずれかを満たす人
　　　・区内在住1年以上で子育て支援に関わる活動を行っている
　　　・区内で子育て支援に関わる活動を3年以上行っている
　　　※市附属機関委員や市職員は応募できません
募集人数　2人　実行委員会　全3回予定（第1回は5月下旬予定）。保育あり

3月13日（必着）までに住所、氏名・ふりがな、性別、生年月日、電話番号、
職業、職歴、子育て支援活動経験、応募理由を記入(書式自由)し直接か郵
送で〒210-8570区役所地域ケア推進課☎201-3202 201-3293�［選考］

教室名 日程 時間 回数 参加料 対象・定員
姿勢改善体操 4月3日㈮ 11：30～12：30 10回 7,900円 16歳以上・40人
ボディメイク体操 4月3日㈮ 12：40～13：40 10回 7,900円 16歳以上・40人
バドミントン 4月6日㈪ 13:00～15:00 10回 10,400円 16歳以上・28人
2月25日(必着)までに教室名、氏名・ふりがな、年齢(4月１日

時点)、性別、住所、電話番号、市内在勤・在学の場合はその
旨も記入し往復ハガキで〒210-0011川崎区富士見1-1-4カルッ
ツかわさき定期コース募集係、または施設HPで。[抽選]
カルッツかわさき☎222-5211 222-5122
※定員に満たない場合は3月22日10時から直接受け付け

▲施設HP

▲区HP

　地元企業との連携など、多様な相手との協働や連携によるま
ちづくりについて、事例紹介やグループワークを通じて学びま
す。活動を始めるきっかけや活動の幅を広げるきっかけにしませ
んか。講師：大塚朋子氏（認定NPO法人こまちぷらす）。
詳細は区HPをご覧ください。
日時　3月7日㈯13時半～15時半(開場13時)※15時半
から予定している交流会に参加する人はお茶菓子を持参
場所　教育文化会館第4・5会議室　人数　40人
2月17日から電話か団体名、氏名、年齢、電話番号（日中に連絡が取

れる番号）、交流会への参加の有無を記入しメールで区役所地域振興課☎
201-3127 201-3209 61tisin@city.kawasaki.jp�[先着順]

▲区HP

大塚朋子講師

区職員も体験!!


	0201_kawasaki_P01_6校01
	0201_kawasaki_P02_6校01

