
何に使う？ どう使う？

特 集 令和2年度 川崎市の主な取り組みと予算

人口：153万1,364人（前年同月比13,808人増）　世帯数：74万941世帯
川崎市のデータ（令和2年3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

　皆さまには、新型コロナウイルス感染症による不自由な日常
や経済的な影響が広がる中で、大変ご心配をされていることと
思います。本市では「川崎市新型コロナウイルス感染症対策本
部」を設置し、関係機関とも連携しながら対策に取り組んでいま
す。市立学校の臨時休業をはじめ、各イベントの中止・延期など
市民生活においてさまざまなご不便をお掛けしていますが、市
民の皆さまの安全安心を守るため、引き続き対策に取り組んで
まいりますのでご理解とご協力をお願いします。
　さて、今月号は令和２年度の予算を特集しました。一般会計
予算は７，９２５億円で、６年連続で過去最大の規模となりました。
一方で、ふるさと納税による市税の減収や、課題解決に必要な
人件費の増加などにより、本市の財政は厳しい環境が続くもの
と見込まれます。そのような中におきましても、社会保障や防災・

減災対策、都市機能の充実など、将来を見据えて乗り越えてい
かなければならない課題に的確に対応できるよう、「成長と成熟
の調和による持続可能な最

さい

幸
こう

のまち かわさき」の実現を目指し
て予算編成を行いました。
　昨年度を振り返ると、市内では重大な災害や事件が発生し、
市民の生命を守り、市民が安心して暮らせるまちをつくるという
行政としての役割の重みを強く感じた一年でした。特に台風１９
号の災害では、行政としての備えは当然ですが、普段から顔の
見える地域のつながりや、町内会・自治会などによる地域活動の
大切さを目の当たりにしました。いざというときに、地域で助け
合える互助の意識の醸成を図りながら、安全で安心して暮らせ
る地域づくりや地域防災力の強化など、「地域力」の高いまちづ
くりに一層力を入れて取り組んでいきます。

「地域力」のさらなる向上を目指して

川崎市長
福田 紀彦

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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川崎市は持続可能な開発目標（ＳＤＧs）を支援しています。

新型コロナウイルス感染症対策により、市政だより発行後に、
掲載されているイベントなどの内容について変更・延期・中止と
なる場合があります。 各問い合わせ先にご確認ください。



地域防災力の強化

●各区複数回の総合防災訓練や自主防災組織への活
動支援などを行います

　（1億7,912万円）

消防団活動の充実強化

●消防団員の年額報酬を22,000円から36,500円に
改定します

　（4,246万円）

まち全体の耐震化

●建物の耐震診断や耐震改修・
ブロック塀撤去・擁壁改修を
はじめとした工事への助成な
どを実施します

　（4億3,899万円）

災害に強く 暮らしやすくもっと もっと

もっと

●保育所などへの受け入れ枠拡大（1,827人分）をはじめ
とした、待機児童解消に向けた取り組みを推進します

　（774億9,252万円）

●妊娠期からの切れ目のない支援の実施や中部児童相
談所一時保護所の改築に向けた計画の策定など、児
童虐待防止に向けた取り組みを総合的に進めます

　（5億4,288万円）

●地域ぐるみで子どもの学習や体験をサポートし、多世
代で学ぶ拠点となる地域の寺子屋を拡充します

　（8,964万円）

防災・減災 子育て

 自然に やさしく
●世界初となる、輸入水素を利用し水

素発電を行う実証事業や、パイプラ
インなどを活用した水素ネットワーク
の構築に向けた取り組みを行います

　（1,637万円）

水素社会の実現

市民１人当たり

51万7,393円

※令和２年１月１日現在の推計人口による

市民1人当たりの予算の使いみち
（一般会計）

1人当たりの
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繰入金には減債基金からの借入金も含ま れます
（※令和２年度の新規借入額は120億円、 平成 24年度からの借入総額は667億円）

対前年度＋334億円（＋4.4％）

３，６３4億円市税
歳入の内訳

（個人市民税１,743億円、法人市民税
161億円、固定資産税１，２76億円、
市たばこ税87億円、事業所税91億円、
都市計画税267億円、その他9億円）

１,418億円 国庫支出金

713億円 繰入金

654億円市債

429億円交付金

352億円県支出金

725億円その他

７,925億円
（過去最大）

一般会計
当初予算の規模

大会機運の
盛り上げ

大会を契機に
増加が見込まれる
訪日外国人旅行者を
見据えた観光戦略

●7月1日の市制記念日に等々力陸上競技場でオリ
ンピック聖火リレー出発式が開催され、市内を聖
火ランナーが走行する他、8月15日には等々力
緑地内でパラリンピック聖火採火式を開催します

　（4,000万円）

●ナイトマーケット、プロジェクション
マッピングなど、夜間の経済活動「ナ
イトタイムエコノミー」を推進します

　（5,100万円）

東京2020オリンピック・パラリンピックまで、あと約３カ月！

●廃棄物発電を有効活用するための調
査・検討を行います

　（1,000万円）

持続可能な
循環型のまちづくり

●市制100周年を迎える令和6年度の
全国都市緑化フェアの開催に向けた
取り組みを行います

　（700万円）

都市緑化の推進

●県内最大級のフィールドの広さを誇る
等々力球場の整備など、等々力緑地
の再編整備に取り組みます

　（37億5,516万円）

魅力ある
公園緑地などの整備

健康・福祉

環境

●全市立小学校への防犯カメラの設置、全市立学校のト
イレの快適化（４年度まで）、学校施設長期保全に向け
た取り組みなどを行います

　（163億9,592万円）

●被災家屋などの解体撤去、費用償還などを行います
　（18億9,576万円）
●多摩川緑地の復旧作業を行います
　（12億5,500万円）
●避難所などの資器材を充実させます　
　（1,727万円）
●町内会・自治会活動の魅力の発信や企業への働きかけな

ど、町内会・自治会への加入を促進します

　（1,033万円）

昨年の台風被害を踏まえて

復旧作業の様子

家屋の倒壊などを想定した救出救助活動訓練

いざというときのために、日頃から訓練に励む消防団
の皆さん

市では英国オリンピック・パラリン
ピック代表チームの事前キャンプ
を受け入れます。応援の合言葉は

「Ｇ
ゴ ー

Ｏ Ｇ
ジービー

Ｂ」です

等々力球場の完成イメージ

いつまでも、いきいきと暮らし続けるために

快適化されたトイレの一例

子どもたちの成長はみんなの喜び

子育てを支える環境づくり

児童虐待防止対策の推進

家庭・地域の教育力の向上

学校施設の環境整備

●介護ロボットの導入を支援します
　（664万円）

●障害者入所施設（川崎区）の整備などを行います
　（19億9,457万円）

介護人材の確保・定着支援

障害福祉サービスの充実

認知症対策の推進

●就労継続・社会参加などの支援を行う若年性認知症支援
コーディネーターの設置、認知症の早期発見のためのス
クリーニング検査のモデル事業実施、徘

はい

徊
かい

高齢者や家
族を支援するためのＩＣＴ技術の活用などに取り組みます

　（7,815万円）

昨年の台風１５号・１９号の対応では、地域の支え合いや顔の見え
る関係の大切さが再認識されました

川崎市　２年度予算 検索
予算の詳細や、その他の
取り組みについては市HPで

２年度の 川崎市
令和

　　　　　より良いまちを目指し、　  令和２年度も川崎市は前進します。
　　　　多くの取り組みの中から、　  市民の皆さんに、
　　 とりわけ身近なものの一部を　  ピックアップしました。
　　　　　　　　　 予算額ととも　  に紹介します。
　　　　　　　 財政局財政課　  ☎200-2186 200-3904

　　　　　　　※千円以下は四捨五入

ここに注目！

大切な取り組みは
この他にも！

さらに知りたい人は…

保健・医療・福祉の充実に …… 130,151円 
子育ての支援に ………………… 85,951円 
学校教育と生涯学習に ………… 72,245円 
道路・公園緑地・河川・下水道の整備と
安全なまちづくりに …………… 66,081円 
行政運営に ……………………… 23,603円 
計画的なまちづくりに ………… 21,728円 
環境・リサイクルに ……………… 20,918円 
地域経済の発展に ……………… 15,910円 
区政の振興に …………………… 13,093円
港湾の整備に …………………… 10,104円
共生と参加のまちづくりに ……… 8,861円 
交通・水道の経営安定に ………… 1,172円 
その他 …………………………… 47,576円 

● A
● B
● C
● D

● E
● F
● G
● H
●  I
● J
● K
● L
● M

今回の災害対応への検証
を踏まえ、さらなる復旧・
復興や被災者支援などに
取り組みます
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を５人に進呈（抽選）
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川崎自慢のホールで

プラチナ音楽祭に参加しませんか
　シニア世代の皆さんが日頃の練
習の成果を披露するプラチナ音楽
祭。9月5日㈯にミューザ川崎シン
フォニーホールで開催する同音楽
祭の参加団体を募集します。川崎
が誇る音楽ホールに、歌声や演奏の音色を響かせてみませんか。
資格　市内で活動する市民音楽団体。当日、60歳以上（4月1日現
在）の人が10人以上参加できること
募集数　合唱14団体、合奏14団体
参加料　1団体5,000円

5月7日（必着）までに募集要領にある申込書と参加名簿を直接、
郵送、FAXで〒210-8577市民文化局市民文化振興室☎200-2030
200-3248 ［抽選］。※詳細は4月1日から区役所、市民館などで配布
する募集要領か市HPで

　中小企業融資制度は、市が市信用保証協会、取扱金融機関と協
調して行っている融資制度です。特徴は❶全制度で固定金利を利
用可能❷返済期間を長期に設定❸市が市信用保証協会の保証料を
補助して利用者の負担を軽減（一部制度を除く）。
　利用には諸条件があります。融資の申し込みは取扱金融機関と
なります。

経済労働局金融課☎ 544-1846 544-3263
中小企業溝口事務所☎ 812-1112 812-2075
※詳細は市 HP で

中小企業を応援
充実の融資制度で

主な融資制度
制度名 限度額（円） 利率（年） 融資期間

振興資金 ２億 2.5％以内 10年以内
設備強化支援資金 ２億 2.4％以内 15年以内
小規模事業資金 3,500 万 2.1％以内 8 年以内
小規模事業資金

（小口サポート型） 2,000万 1.4％以内 5年以内

小口零細対応
小規模事業資金 2,000万 2.0％以内 10年以内

不況対策資金（10 年型） 8,000万 1.7％以内 10年以内
借換支援資金 2 億 8,000 万 1.8％以内 10年以内
条件変更改善型
借換資金 2 億 8,000 万 2.3％以内 15 年以内

創業支援資金
【保証料ゼロ】 3,500 万 1.9％以内 10年以内

流動資産担保資金 2 億 5,000 万 1.9％以内 1 年以内
NPO 法人支援資金 1,000 万 1.2％以内 1 年以内
事業承継特別保証資金

【新設】【保証人不要】 2 億 8,000 万 1.6％以内 10年以内

英国の選手団長を講師に

Team GB講演会
　開催まで約3カ月に迫った東京2020大会。
市は、英国オリンピック・パラリンピック代表チー
ムの事前キャンプ地となっています。それに伴
い、Team GB（英国オリンピック代表チーム）の選手団長が講師を
務める市民向け講演会を開催します。
日時　5月6日㈷14時～16時
場所　高津市民館
内容　マーク・イングランド氏＝写真＝による講演（日本語通訳あり）
人数　500人

4月15日から必要事項（5面参照）を記入しFAXか市HPで市
民文化局オリンピック・パラリンピック推進室☎200-2020 200-
3599 ［先着順］

　職場などで受診の機会がない人は、市内登録医療機関へ予約の上、各種検診をご利
用ください。市内登録医療機関は問い合わせるか市 HP で。

市がん検診・特定健診等コールセンター☎ 982-0491（平日 8 時半～17 時 15 分、
祝日を除く第 2・4 土曜 8 時半～12 時半）、FAX は健康福祉局健康増進課 200-3986

　70 歳以上の人は無料。その他所得などにより無料で受診できる場合があります（証明書類が必要）。受
診できるのは 1 年度（❸の胃内視鏡検査❹❺は 2 年度）に 1回。★の検査は医師が必要と認めた場合のみ。
❻を除き、対象には年度内に対象年齢になる人を含みます。❻は対象年齢時に 1回
※胃内視鏡検査を受診した翌年度は、胃内視鏡検査も胃部エックス線検査も受診できません。令和2年度か
ら胃内視鏡検査を受診できる年齢が50歳以上になりました（40 歳代の人は胃部エックス線検査のみ受診可）

検診を受けましょうがんなどの早期発見のために

がん検診無料クーポン券を 6 月ごろに郵送
　次の年齢の人に、がん検診無料クーポン券を郵送します。
子宮頸がん…20 歳の女性　　乳がん…40 歳の女性
※いずれも対象は 2 年４月１日に上記の年齢の女性

 検診  対象  費用

❶肺がん 40歳以上の人 900円（問診・胸部エックス線検査）
かく痰

たん
検査★は200円加算

❷大腸がん 40歳以上の人 700円（問診・免疫便潜血検査）

❸胃がん
※どちらかを選択

【胃部エックス線検査】
40 歳以上の人（胃内
視鏡検査を前年度未
受診の人）

2,500円（問診・胃部エックス線検査）

【胃内視鏡検査】
50 歳以上で前年度未
受診の人

3,000 円（問診・胃内視鏡検査）

❹子宮がん 20歳以上で前年度未
受診の女性

1,000 円（問診・視診・頸
けい

部
ぶ

の細胞診・内診・
コルポスコープ検査★）
体部の細胞診★は800円加算

❺乳がん 40歳以上で前年度未
受診の女性 1,000 円（問診・マンモグラフィ検査）

❻骨粗しょう症 40・45・50・55・60・
65・70歳の女性

600 円、700 円、1,100 円（医療機関により
検査法が違うため金額も異なる）

健康福祉局感染症対策課☎ 200-2441 200-3928

感染対策、同感染症が疑わ
れる場合の相談対象の範囲・
相談先の電話番号などの情
報は、市 HP で

同ウイルスに関する一般的な相談は
川崎市新型コロナウイルス
感染症コールセンター

●下記の３つの条件がそろう場所で、クラスター（集団）発生が報告されています

 皆さんにお願いしたいこと
新型コロナウイルス感染症

☎ 200-0730

密閉空間であり
換気が悪い

近距離での
会話や
発声がある

手の届く
距離に多くの
人がいる

（8時半～17時15分）土・日曜も対応

●帰宅時や調理の前後、食事前など、
小まめに石けんで手を洗いましょう
●せきやくしゃみをするときは、ティッ
シュや袖などで口と鼻を押さえ、周囲
の人から顔をそらしましょう
●十分な睡眠・休養とバランスの良い
食事をとって、 体力とウイルスへの抵抗
力をつけましょう

このような
場所は
避けてください



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。

募集

社会人学級の受講生
　義務教育課程で十分に学習できな
かった人やもう一度学びたい人が対
象。中学校程度の国語、数学が学べ
ます。 5月19日～3年3月9日の火・
金曜、18時半～20時（火曜は国語、
金曜は数学を開講。8月は休講） 生
涯学習プラザ 市内在住・在勤の15
歳以上、各教科30人 各教科500
円 4月15日9時から直接、電話、
申込書(チラシ裏面)をFAXで市生涯
学習財団☎733-6626 733-6697 

［先着順］。 ※チラシは4月1日から
区役所などで配布。
川崎市地域公共交通活性化協議会
の市民委員

　路線バスなどの地域公共交通網の
充実に向けた協議・検討を行います。
資格・人数…20歳以上で市内在住１
年以上(市職員と市付属機関などの委
員を除く)、2人。任期…就任から2
年間。 4月1日～5月1日(消印有
効)に直接、郵送、FAXで〒210-8577
まち づくり局 交 通 政 策 室 ☎200-
2034 200-3970 [選考]。 ※申し
込みの詳細、小論文のテーマなどは
4月1日から同室、区役所などで配布
するチラシか市HPで。

講座  講演
おもてなし観光ボランティア
通訳セミナー

　外国人観光客などに、英語で市の
案内をするボランティアを養成します。

5月9日、16日、30日の土曜、10
時～11時半、全3回 国際交流セン
ター 全回参加できる40人 2,000
円 4月17日までにHPで市国際
交流協会☎435-7000 435-7010  
[抽選]
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案内
所得税などの控除や軽減免除

　災害により住宅や家財などに損害
を受けた人は、確定申告で所得税な
どの控除や軽減免除を受けられる場
合があります。以下のいずれか有利
な方法を選択できます。❶所得税法
に定める雑損控除（市民税・県民税に
も適用）❷災害減免法に定める税金の
軽減免除。詳細は国税庁HPで。
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。
市税の証明書取得・台帳閲覧

　2年度の証明書の取得や台帳の閲
覧は下表の予定日から市税事務所、
市税分室、区役所、支所でできるよ
うになります。納付後すぐに納税証
明書が必要な人は領収書を持参して
ください。

　請求できる人…❶本人（相続人、
納税管理人などを含む）❷本人の委
任状、代理人選任届か同意書を持参
の人❸同居の親族❹法人は代表権を
有する人か❷に該当する人。いずれ
も官公署が発行した運転免許証など

の顔写真付きの書類1点または健康
保険証、国民年金手帳などの氏名が
確認できる書類2点の提示が必要。
法人は代表者印も必要。借地人や借
家人なども、関係する固定資産の固
定資産課税台帳記載事項証明書の請
求や課税台帳の閲覧ができます（賃
貸借契約書などが必要）。詳細はお
問い合わせください。 市税事務所
市民税課、市税分室管理担当。
納期のお知らせ

　固定資産税・都市計画税第1期分
の納期限は4月30日です。金融機関、
コンビニなどで納付してください。

市税事務所資産税課、市税分室
資産税担当。
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。

　　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
家庭サービス担当、こども未来局こど
も家庭課☎200-2709 200-3638
特別児童扶養手当・特別障害者手当
などの月額改定

　4月分から次の通り改定します。

　 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
国民年金保険料の学生納付特例制度

　保険料の納付が困難な学生に支払
いを猶予する制度です。対象…本人
の所得が一定以下の20歳以上の学
生。猶予期間は年金の受給資格期間
とみなされ、10年以内なら、さかの
ぼって保険料を納められます。申請は
毎年必要で、令和2年度分は4月から
受け付けます。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。

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

　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が対
象。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。 ※相談日
など詳細はお問い合わせください。
保育のお仕事就職相談会

　主に中原・高津・宮前区で保育園など
を運営する事業者と面談できます。景
品が当たる抽選会も。 5月9日㈯13
時～16時（受け付け12時45分） 高
津市民館12階大会議室 保育の仕事
を探している人。資格の有無は問いま
せん。履歴書不要 こども未来局保
育対策課☎200-3705 200-3933。
※市HPから事前来場予約すると特典
があります。
呼吸器の健康相談

　せき、たん、息
切れなどの症状で
困っている人を対
象に医 師 が 相 談
に乗ります。肺年
齢などの測定も。

5月14日㈭13
時半～14時半 6人 4月15
日から電話かFAXで川崎・横浜公害
保健センター☎211-0311 211-
0312 ［先着順］
補装具費の支給制度

　「盲人用安全つえ」を「視覚障害者
安全つえ」に改称。「眼鏡－遮光用」に

「掛けめがね式」を追加し、 修理基
準に「遮光用レンズ交換」を追加。修
理基準に「人工内耳」を追加。 詳細
はお問い合わせください。 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

手当 改定後 ( 月額 )

特別児童扶養手当 1 級…52,500 円
2 級…34,970 円

障害児福祉手当 14,880 円

特別障害者手当 27,350 円

経過的福祉手当 14,880 円

養育する児童数 改定後 ( 月額 )

1 人 43,160 ～10,180円

2 人
（第 2 子加算） 10,190～ 5,100円

3 人以上
（第 3 子以降加算） 6,110～ 3,060円

証明書・閲覧の種類 発行開始
予定日

固定資産課税台帳
記載事項証明書（評
価・公課証明書）、
総合名寄帳

4 月1日㈬

納税証明書
課税額証明書 4 月8日㈬

非課税証明書 4 月30日㈭

納税証明書
課税額証明書 5 月15日㈮

非課税証明書 5 月18日㈪

納税証明書
課税額証明書 6 月9日㈫

＊❶…全額を給与から差し引かれ
る人
＊❷…全額または一部税額を納付
書や口座振替で納める人、公的年
金から差し引かれる人
※ 3 月 17 日（火）以降に確定
申告書などを提出した人は、発
行開始予定日に申告内容が反映
された証明書が取得できない場
合があります
※被扶養者の発行開始予定日
は、扶養者に準じます

納税証明書 5 月7日㈭

手数料…1件につき 300 円 ( 軽自動車
税（種別割）の継続検査 ( 車検 ) 用の納
税証明書は無料 )

特
別
徴
収
＊
❶

固
定
資
産
税･

都
市
計
画
税

市
民
税
・
県
民
税

（
種
別
割
）

そ
の
他
＊
❷

軽
自
動
車
税

不妊症・不育症の相談

市民車座集会～傍聴者募集

　「英国代表チーム事前キャン
プ受け入れを通じた多様性と可
能性」をテーマに、夏のオリン
ピック・パラリンピックに向け
高校生たちと市長との意見交換
を傍聴します。 4 月 24 日㈮
15 時～ 17 時（開場 14 時 50
分） 中原区役所 5 階大会議
室 当日先着 30 人。手話通訳
あり 総務企画局企画調整課☎
200-2291 200-0401



　市内空き店舗などで創業予定か創
業を希望する人が対象。商売を始める
こつやノウハウを学びます。全12回。

　 25人。 保育あり（1歳～就学
前、先着10人、350円、要予約）
6,000円 4月15日9時から電
話、保育の有無も記入しFAXかメール
で、すくらむ21☎813-0808 813-
0864 scrum21@sc.scrum21.
or.jp ［先着順］
「寺子屋先生」養成講座
　子どもの放課後学習のサポートをす
る人を養成します。 5月20日～6
月10日の水曜、9時半～11時半（寺
子屋見学は6月3日午後）、全4回
麻生市民館 原則、全回参加できる
30人 5月7日までに電話、FAX、
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。

商
あきんど

人デビュー塾
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　 ミューザ川崎シンフォニーホール

MUZAランチタイムコンサート
　バイオリン界の逸材、外村理紗=
写真=と仲間たちによるピアノ三重
奏。若さあふれる生き生きとした演奏
をお届けします。

5月26日㈫12時10分～12時50分
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 

広報テレビ・ラジオ番組向ヶ丘遊園駅南口徒歩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

生田緑地内の
博物館

申し込み方法は5面参照お　知　ら　せ の続き

　離婚に必要な基本的な法律知識を
女性弁護士が話します。 5月26日
㈫13時半～15時半 すくらむ21
30人。 保育あり（6カ月～就学前、
先着10人、要予約） 4月22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］
思春期の子どもの心の健康を
考える家族の集い

　 5月27日、6月3日、17日、24
日の水曜❶10時～12時❷14時～
16時、いずれも全4回 医師会館

小学5～高校3年生の家族、各20
人 4月20日9時半から電話か希
望時間も記入しFAXで精神保健福祉
センター☎200-3246 200-3974 

［先着順］
こども黄緑クラブ・春編

　草花遊びと虫探し。 6月2日㈫
10時半～11時半。荒天中止 王禅
寺ふるさと公園 1歳半～就学前の
子どもと保護者20組40人 5月
13日（必着）までに保護者氏名も記入
し往復ハガキで〒211-0052中原区

等 々 力3-12市公園緑地協会☎711-
6631 722-8410 ［抽選］
藍染め講座～型染め初級

　 6月6日㈯、7日㈰、10時～15
時、全2回 全回参加できる小学5
年生以上15人（小学生は保護者と参
加） 3,000円 5月24日まで
に直接（17時まで）かHPで伝統工芸
館☎ 900-1101 ［抽選］

イベント
飼育（し・い・く）の日

　飼育係と気軽に
話せるキーパーズ
トーク、ヤギの餌
やり体験など。
4月19日㈰10時
～15時。 荒 天 中
止 夢 見ヶ崎
動 物 公 園 ☎588-
4030 588-4043。※当日配布する
整理券が必要なイベントや天候により
変更するイベントもあります。詳細は
お問い合わせください。
民家園企画展示「うんことくらし
～便所から肥やしまで」の解説

　見どころなどを職員が解説します。

展示は5月31日まで実施。一般向け
… 4月29日㈷、5月23日㈯。子ども
向け… 4月26日㈰、5月3日㈷、い
ずれも14時から20分程度 日本民家
園本館企画展示室 入園料 同園☎
922-2181 934-8652

すくらむ21プチマルシェ
　野菜、 焼きたてパン、カレーの
販売や女性起業家による手作り市な
ど。 5月～3年3月（8月を除く）の
第3水曜、11時半～13時半（飲食は
12時半まで） すくらむ21☎813-
0808 813-0864
かわさき森のようちえん

　自然の中でのびのびと遊びます。
5月27日～3年2月17日の水曜

日。❶親子の会…10時～11時半❷
子どものみの会…14時～16時。荒
天中止 青少年の家 ❶は2～3歳
の子どもと保護者、各10組❷は4～
6歳、各15人 ❶は子ども1人と保
護者1人で800円、1人増えるごとに
400円追加❷は1,500円 4月15
日13時から直接か電話で青少年の
家☎888-3588 857-6623 ［先着
順］。※日程など詳細は同施設HPで。

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）

月～金曜15：30～16：00（79.1MHz）
かわさき  ホット☆スタジオ（かわさきFM）

第2・4水曜12:00～13:30
川崎市情報は13：00以降

猫のひたいほどワイド(tvk)

※スマートフォンなどでも聞けます

日曜18：15～18：30（84.7MHz）
COLORFUL KAWASAKI（FMヨコハマ）

パーソナリティー　松原江里佳

MC　敦士

検索かわさきFM

かわさきスポーツパートナー

　かわさきスポーツパートナー6チー
ムのうち3チームの、4月～3年3月の
試合を観戦した7人に、豪華サイン入
りグッズをプレゼント。

3年4月15日（消印有効）までに必
要事項と希望賞品を記入し、チケット半
券3チーム分（ウェブ購入の場合は購入
履歴など）を郵送で〒210-8577市民
文化局市民スポーツ室☎200-2257
200-3599 ［抽選］。※詳細は市HP「か
わさきスポーツパートナー プレゼント」
で検索

か わ さ き 市 政 だ よ り

LINE  ID
＠ kawasakicity 検索

重要な情報をLINEでお届け！

川崎市
LINE
公式アカウント

川崎市

「QRコード」または
「ID検索」から

友だち登録

かわさき宙
そら
と緑の科学館

☎922-4731 934-8659
4月のプラネタリウム
　★一般向け「ハッブル宇宙望遠鏡の
見た宇宙」。★子ども向け番組「南半
球に行こう」 土・日曜、祝日、12時、
14時半。★ベビー＆キッズアワー
15日㈬、10時半、11時半。★星空
ゆうゆう散歩「宵の明星・金星」 16
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。

観覧料

日本民家園
☎922-2181 934-8652
こどもが主役！こどもまつり
　昔遊び、民具着用体験＝写真、「草
バッタを作ろう」など、子どもから大人
まで楽しめる催し
を、期間中日替
わりで開催。

5月3日 ㈷ ～6
日 ㈷、9時半～
17時。雨天縮小

原則、入園料
のみ

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）

ドラえもんの50年の歩みを紹介
　特別展示「藤子･F･不二雄とドラえも
ん」を開催中。まんが、アニメ、映画な
どクロスメディアの
先駆けとして50年
間活躍し続けてきた

「ドラえもん」の歴
史を振り返ります。

3年1月31日まで

TARO鯉に挑戦！
　岡本太郎が「自分勝手に描いた」
TARO鯉

ご い

。ワークショップ参加者が思
い思いに作ったこいのぼりが大空を泳
ぎます。

5月2日㈯～6日㈷、9時半～17時。
雨天中止

母の塔
前広場

©Fujiko-Pro

日程 時間
5 月 16 日、30 日、
6 月 6 日、13 日、
20 日、7 月 18 日、
25 日の土曜

9 時半～11時半

5 月 20 日、27 日、
6 月 24 日、7 月
1 日、8 日の水曜

18時半～ 20時半

豪華グッズをプレゼント！

女性のための離婚の法律講座




