
ID 公開日 年代別 タイトル 分類 分類 場所

1 1952/4/18 昭和20年〜30年 川崎市議会の予算審議　【昭和27年4月18日】 市政 市政 川崎

2 1952/4/18 昭和20年〜30年 稲田授産所竣工 【昭和27年4月18日】 経済･産業 市政 多摩

3 1952/5/22 昭和20年〜30年 くみ取りの機械化 【昭和27年5月22日】 生活環境 市民生活

4 1952/6/19 昭和20年〜30年 新しい警察 【昭和27年6月19日】 市民生活 市政

5 1952/6/19 昭和20年〜30年 手のかゝる下水 【昭和27年6月19日】 生活環境 交通･ライフライン･港湾川崎

6 1952/7/24 昭和20年〜30年 川崎市政二十八周年 【昭和27年7月24日】 市政 市民生活 川崎

7 1952/8/21 昭和20年〜30年 眞夏の水防訓練 【昭和27年8月21日】 消防 消防

8 1952/9/25 昭和20年〜30年 期待される川崎港 【昭和27年9月25日】 交通･ライフライン･港湾市政 川崎

9 1952/10/23 昭和20年〜30年 火事の季節来る 【昭和27年10月23日】 消防 市民生活 川崎

10 1952/11/20 昭和20年〜30年 復興する川崎大師 【昭和27年11月20日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

11 1952/11/20 昭和20年〜30年 野良犬をなくそう 【昭和27年11月20日】 生活環境 市民生活 高津

13 1953/1/22 昭和20年〜30年 大師海苔（のり） 【昭和28年1月22日】 経済･産業 自然 川崎

14 1953/2/19 昭和20年〜30年 牛の健康診断 【昭和28年2月19日】 経済･産業 経済･産業

15 1953/2/19 昭和20年〜30年 水道の量水器（メーター）を守りませう 【昭和28年2月19日】 交通･ライフライン･港湾市民生活

16 1953/3/19 昭和20年〜30年 （川崎市議会開かる） 【昭和28年3月19日】 市政 市政

17 1953/4/10 昭和20年〜30年 利用される衛生試験所 【昭和28年4月10日】 市民生活 生活環境 川崎

18 1953/5/21 昭和20年〜30年 子供の日 【昭和28年5月21日】 教育･こども 教育･こども 川崎

19 1953/5/21 昭和20年〜30年 第七回関東地区卓球大会 【昭和28年5月21日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

20 1953/6/18 昭和20年〜30年 関東弓道大会 【昭和28年6月18日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

21 1953/6/18 昭和20年〜30年 蚊やハエのいない町に 【昭和28年6月18日】 生活環境 市民生活 中原

22 1953/7/16 昭和20年〜30年 市制二十九周年記念日 【昭和28年7月16日】 市政 市民生活

23 1953/7/16 昭和20年〜30年 多摩川桃 【昭和28年7月16日】 経済･産業 自然 多摩

24 1953/8/13 昭和20年〜30年 若人の集いボーイスカウトのキャンプ 【昭和28年8月13日】 教育･こども 自然 多摩

25 1953/9/16 昭和20年〜30年 或る日の成人学校 【昭和28年9月16日】 市民生活 教育･こども

26 1953/9/16 昭和20年〜30年 老人の楽園 【昭和28年9月16日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 高津

27 1953/10/21 昭和20年〜30年 伸びる市民の足 【昭和28年10月21日】 交通･ライフライン･港湾市民生活 川崎、幸、中原

28 1953/10/21 昭和20年〜30年 スポーツの秋　市民体育大会 【昭和28年10月21日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

30 1953/12/16 昭和20年〜30年 買物は正しい目方で 【昭和28年12月16日】 市民生活 市民生活

31 1953/12/16 昭和20年〜30年 ネヅミの駆除は今がチャンス 【昭和28年12月16日】 生活環境 市民生活

32 1954/1/27 昭和20年〜30年 羽根つき大会 【昭和29年1月27日】 文化･スポーツ 教育･こども 川崎

33 1954/1/27 昭和20年〜30年 消防出初式 【昭和29年1月27日】 消防 消防 川崎

34 1954/2/24 昭和20年〜30年 聾（ろう）学校の子供達 【昭和29年2月24日】 教育･こども 福祉･高齢者 中原

35 1954/2/24 昭和20年〜30年 母親学級 【昭和29年2月24日】 市民生活 教育･こども 川崎

36 1954/3/17 昭和20年〜30年 川崎市議会開かる二十九年度予算案審議 【昭和29年3月17日】市政 市政

37 1954/4/22 昭和20年〜30年 みどりの週間 【昭和29年4月22日】 市民生活 生活環境 川崎

38 1954/5/19 昭和20年〜30年 市政の民主化と広報委員会 【昭和29年5月19日】 市民生活 市政 川崎

39 1954/6/16 昭和20年〜30年 街を明るくする赤十字奉仕団 【昭和29年6月16日】 福祉･高齢者 市民生活 川崎、幸

40 1954/6/16 昭和20年〜30年 消防に新威力　火災報知機の新設 【昭和29年6月16日】 消防 消防 川崎

43 1954/9/15 昭和20年〜30年 小学校での気象観測 【昭和29年9月15日】 教育･こども 教育･こども 麻生

44 1954/10/20 昭和20年〜30年 市民の健康を守るために 【昭和29年10月20日】 市民生活 市政 川崎、中原

45 1954/11/17 昭和20年〜30年 全国争覇競輪大会 【昭和29年11月17日】 文化･スポーツ 市民生活 川崎

46 1954/11/17 昭和20年〜30年 川崎大師上棟式 【昭和29年11月17日】 市民生活 市民生活 川崎

47 1954/12/15 昭和20年〜30年 広報委員長の集い 【昭和29年12月15日】 市民生活 市政

48 1954/12/15 昭和20年〜30年 第三回戦没者合同慰霊祭 【昭和29年12月15日】 市民生活 市政

49 1955/1/26 昭和20年〜30年 新春二題 【昭和30年1月26日】 市民生活 市民生活

50 1955/2/16 昭和20年〜30年 身体障害者に温い手を 【昭和30年2月16日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者

51 1955/3/16 昭和20年〜30年 道路を愛護しましょう 【昭和30年3月16日】 交通･ライフライン･港湾生活環境

52 1955/4/20 昭和20年〜30年 保育園の一日 【昭和30年4月20日】 教育･こども 福祉･高齢者

53 1955/5/18 昭和20年〜30年 川崎市長きまる 【昭和30年5月18日】 市政 市政

54 1955/6/15 昭和20年〜30年 建設すゝむ川崎港 【昭和30年6月15日】　 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

55 1955/7/20 昭和20年〜30年 川崎の文化財 【昭和30年7月20日】 教育･こども 文化･スポーツ 幸、宮前

56 1955/8/17 昭和20年〜30年 夏２題 【昭和30年8月17日】 教育･こども 自然 中原

57 1955/9/28 昭和20年〜30年 年寄りの日 【昭和30年9月28日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 中原

58 1955/10/19 昭和20年〜30年 国体秋季大会　準備すすむ 【昭和30年10月19日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

59 1955/11/16 昭和20年〜30年 国体に湧く工都 【昭和30年11月16日】 文化･スポーツ 経済･産業 川崎

60 1955/12/20 昭和20年〜30年 計量まつり 【昭和30年12月20日】 市民生活 市民生活 川崎



61 1956/1/25 昭和31年〜昭和40年日本一を誇る市立病院 【昭和31年1月25日】 市民生活 市政 川崎

62 1956/2/15 昭和31年〜昭和40年建設の陰に働く人々 【昭和31年2月15日】 市民生活 経済･産業 中原

63 1956/3/21 昭和31年〜昭和40年望楼にニュー・スタイル 【昭和31年3月21日】 消防 消防 川崎

64 1956/5/1 昭和31年〜昭和40年立体交叉道路開通 【昭和31年5月1日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

65 1956/5/16 昭和31年〜昭和40年皆さんのあと始末 【昭和31年5月16日】 生活環境 生活環境

66 1956/6/6 昭和31年〜昭和40年市民会館華やかに誕生 【昭和31年6月6日】 文化･スポーツ 市政 川崎

67 1956/6/20 昭和31年〜昭和40年おばあさんありがとう 【昭和31年6月20日】 福祉･高齢者 教育･こども 川崎

68 1956/6/20 昭和31年〜昭和40年煤煙の科学調査 【昭和31年6月20日】 生活環境 生活環境 川崎

69 1956/7/18 昭和31年〜昭和40年一千円で結婚式 【昭和31年7月18日】 市民生活 市民生活 川崎

70 1956/7/18 昭和31年〜昭和40年工都に市営最大の住宅群 【昭和31年7月18日】 市民生活 市民生活 多摩

71 1956/8/15 昭和31年〜昭和40年備えあれば憂いなし 【昭和31年8月15日】 消防 消防 中原

72 1956/8/15 昭和31年〜昭和40年お母さん達のお勉強　育児学級 【昭和31年8月15日】　 教育･こども 市民生活 中原

73 1956/9/13 昭和31年〜昭和40年続々誕生する新校舎 【昭和31年9月13日】 教育･こども 市政 幸

74 1956/10/17 昭和31年〜昭和40年初山のしし舞い 【昭和31年10月17日】 文化･スポーツ 市民生活 宮前

75 1956/10/17 昭和31年〜昭和40年日吉中学の産業教育 【昭和31年10月17日】 教育･こども 教育･こども 幸

76 1956/11/21 昭和31年〜昭和40年催しに賑わう文化の日 【昭和31年11月21日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎、中原

77 1956/12/19 昭和31年〜昭和40年消える大師のり 【昭和31年12月19日】 経済･産業 自然 川崎

78 1957/1/23 昭和31年〜昭和40年躍進「川崎」 【昭和32年1月23日】 市政 市政 川崎

79 1953/10/21 昭和31年〜昭和40年伸びる市民の足 【昭和32年 2月20日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎、中原、宮前

80 1953/10/22 昭和31年〜昭和40年授産所このごろ【昭和32年 2月20日】 経済･産業 市政

81 1957/3/20 昭和31年〜昭和40年登戸にスマートな陸橋 【昭和32年3月20日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾多摩

83 1957/5/15 昭和31年〜昭和40年こどもの日 【昭和32年5月15日】 教育･こども 市民生活 川崎

84 1957/6/19 昭和31年〜昭和40年梅雨（つゆ）を迎えて 【昭和32年6月19日】 生活環境 市民生活 川崎

85 1957/7/17 昭和31年〜昭和40年みんなで体操 【昭和32年7月17日】 市民生活 市民生活 川崎

86 1957/7/17 昭和31年〜昭和40年町の有線放送 【昭和32年7月17日】 経済･産業 市民生活 多摩

87 1957/9/4 昭和31年〜昭和40年全国都市対抗三競技大会開かる 【昭和32年9月4日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

88 1957/9/18 昭和31年〜昭和40年多摩川梨 【昭和32年9月18日】 経済･産業 経済･産業 多摩

89 1957/10/16 昭和31年〜昭和40年拡張する川崎港 【昭和32年10月16日】 交通･ライフライン･港湾経済･産業 川崎

90 1957/11/6 昭和31年〜昭和40年賑わう商工まつり 【昭和32年11月6日】 経済･産業 経済･産業 川崎

91 1957/11/20 昭和31年〜昭和40年二ヶ領用水は生きている 【昭和32年11月20日】 市民生活 市民生活 川崎、多摩

93 1958/1/22 昭和31年〜昭和40年新年祝賀会 【昭和33年1月22日】 市政 市政 川崎

94 1958/1/22 昭和31年〜昭和40年古式ゆたかに弓の儀式 【昭和33年1月22日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

95 1958/2/19 昭和31年〜昭和40年利用たかまる工業用水 【昭和33年2月19日】 経済･産業 生活環境 中原

96 1958/3/19 昭和31年〜昭和40年予算市議会開かる 【昭和33年2月19日】 市政 市政 川崎

98 1958/5/27 昭和31年〜昭和40年カメラルポ　母子寮 【昭和33年5月27日】 市民生活 教育･こども 中原

99 1958/6/24 昭和31年〜昭和40年カメラルポ　ろう学校を訪ねて 【昭和33年6月24日】 教育･こども 教育･こども 中原

100 1958/7/22 昭和31年〜昭和40年生れかわる農村 【昭和33年7月22日】 経済･産業 経済･産業 麻生

101 1958/8/26 昭和31年〜昭和40年工業青年の学級 【昭和33年8月26日】 経済･産業 教育･こども

102 1958/8/26 昭和31年〜昭和40年未来の“長嶋”？ 【昭和33年8月26日】 文化･スポーツ 教育･こども 中原

103 1958/9/23 昭和31年〜昭和40年としよりの日 【昭和33年9月23日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 高津

104 1958/10/28 昭和31年〜昭和40年建設譜 【昭和33年10月28日】 市政 経済･産業 川崎

105 1958/11/25 昭和31年〜昭和40年近代化する　清掃作業 【昭和33年11月25日】 生活環境 市政 川崎

106 1958/12/23 昭和31年〜昭和40年活躍する　衛生監視員 【昭和33年12月23日】 市民生活 市政

107 1958/12/23 昭和31年〜昭和40年五十万人のお台所 【昭和33年12月23日】 市民生活 経済･産業 幸

108 1959/1/13 昭和31年〜昭和40年消防始式 【昭和34年1月13日】 消防 消防 川崎

109 1959/1/26 昭和31年〜昭和40年成人の日 【昭和34年1月26日】 教育･こども 市政 川崎

110 1959/2/10 昭和31年〜昭和40年図書館ふたつのニューフェース 【昭和34年2月10日】 教育･こども 市政 川崎

112 1959/2/24 昭和31年〜昭和40年大工業港めざして 【昭和34年2月24日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

115 1959/5/26 昭和31年〜昭和40年身体障害者に明るい話題 【昭和34年5月26日】 市民生活 福祉･高齢者 高津

116 1959/6/23 昭和31年〜昭和40年拡張すすむ　川崎港 【昭和34年6月23日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

118 1959/8/25 昭和31年〜昭和40年緑陰の子供たち 【昭和34年8月25日】 教育･こども 教育･こども

119 1959/8/25 昭和31年〜昭和40年お年寄りのクラブ 【昭和34年8月25日】 市民生活 福祉･高齢者 高津

120 1959/9/22 昭和31年〜昭和40年建設いろいろ 【昭和34年9月22日】 交通･ライフライン･港湾市政 川崎、中原、麻生

121 1959/10/27 昭和31年〜昭和40年赤い羽根　いろいろ 【昭和34年10月27日】 福祉･高齢者 市民生活 中原

122 1959/11/25 昭和31年〜昭和40年長尾団地の造成はじまる 【昭和34年11月25日】 市民生活 市政 宮前

123 1959/12/22 昭和31年〜昭和40年工都の師走 【昭和34年12月22日】 市民生活 市民生活 川崎、麻生

124 1959/1/26 昭和31年〜昭和40年成人の日 【昭和34年1月26日】 教育･こども 市政 川崎、麻生



125 1960/1/26 昭和31年〜昭和40年川崎市に簡易保育所 【昭和35年1月26日】 教育･こども 経済･産業 高津

126 1960/2/23 昭和31年〜昭和40年利用される未熟児センター 【昭和35年2月23日】 市民生活 教育･こども 川崎

127 1960/2/23 昭和31年〜昭和40年近代化された清掃 【昭和35年2月23日】 生活環境 生活環境 川崎

128 1960/3/21 昭和31年〜昭和40年火災シーズンにそなえて 【昭和35年3月21日】 消防 消防 川崎

129 1960/3/21 昭和31年〜昭和40年完成近いマンモス団地 【昭和35年3月21日】 市民生活 市政 麻生

130 1960/4/26 昭和31年〜昭和40年影向寺の花まつり 【昭和35年4月26日】 市民生活 市民生活 宮前

131 1960/4/26 昭和31年〜昭和40年施設の子供たち 【昭和35年4月26日】 教育･こども 教育･こども 川崎、中原

132 1960/5/24 昭和31年〜昭和40年身体障害者の集い 【昭和35年5月24日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 川崎

133 1960/5/24 昭和31年〜昭和40年完成した福祉会館 【昭和35年5月24日】 福祉･高齢者 市民生活

135 1960/8/23 昭和31年〜昭和40年台風シーズンにそなえて 【昭和35年8月23日】 消防 生活環境 幸、中原

137 1957/9/18 昭和31年〜昭和40年多摩川梨 【昭和35年9月27日】 経済･産業 自然 多摩

138 1960/9/27 昭和31年〜昭和40年としよりの日 【昭和35年9月27日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者

139 1960/10/25 昭和31年〜昭和40年住宅・学校の建設すすむ 【昭和35年10月25日】 市民生活 市政 川崎、中原、高津

140 1960/11/22 昭和31年〜昭和40年商工まつり 【昭和35年11月22日】 経済･産業 市民生活 川崎

141 1960/12/27 昭和31年〜昭和40年丘陵地帯に続々団地 【昭和35年12月27日】 市民生活 市政 宮前、麻生

142 1961/1/24 昭和31年〜昭和40年伸びゆく川崎 【昭和36年1月24日】 交通･ライフライン･港湾生活環境 川崎、多摩

143 1961/2/27 昭和31年〜昭和40年早春の王禅寺 【昭和36年2月27日】 市民生活 自然 麻生

145 1961/3/28 昭和31年〜昭和40年活気ずく中央卸売市場 【昭和36年3月28日】 経済･産業 経済･産業 幸、高津

146 1961/4/25 昭和31年〜昭和40年６５万人の玄関 【昭和36年4月25日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

147 1961/5/23 昭和31年〜昭和40年良い子の交通訓練 【昭和36年5月23日】 市民生活 教育･こども 中原

148 1961/6/27 昭和31年〜昭和40年赤ちゃんの保育園誕生 【昭和36年6月27日】 教育･こども 教育･こども 川崎

149 1961/7/25 昭和31年〜昭和40年みんなで守る夏の健康 【昭和36年7月25日】 市民生活 教育･こども 川崎

150 1961/7/25 昭和31年〜昭和40年国民安全の日 【昭和36年7月25日】 市民生活 市政 川崎

151 1961/8/22 昭和31年〜昭和40年夢見ヶ崎公園に展望台 【昭和36年8月22日】 市民生活 市政 幸

152 1961/8/22 昭和31年〜昭和40年放射能を監視する 【昭和36年8月22日】 生活環境 生活環境 川崎

153 1958/9/23 昭和31年〜昭和40年としよりの日 【昭和36年9月23日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 川崎、幸

154 1961/9/26 昭和31年〜昭和40年菅の獅子舞 【昭和36年9月26日】 市民生活 市民生活 多摩

155 1961/10/24 昭和31年〜昭和40年開通した下水処理場 【昭和36年10月24日】 生活環境 交通･ライフライン･港湾川崎

156 1961/11/28 昭和31年〜昭和40年青少年創意工夫展 【昭和36年11月28日】 教育･こども 教育･こども 川崎

157 1961/11/28 昭和31年〜昭和40年優良納税貯蓄組合表彰さる 【昭和36年11月28日】 市民生活 市民生活 川崎

158 1961/12/26 昭和31年〜昭和40年昭和３６年の建設譜 【昭和36年12月26日】 市政 市政 川崎、中原、高津

160 1962/2/27 昭和31年〜昭和40年新設されたゴミ焼却施設 【昭和37年2月27日】 生活環境 生活環境 高津

161 1962/3/27 昭和31年〜昭和40年四ケ所に青少年会館開館 【昭和37年3月27日】 教育･こども 教育･こども 多摩

162 1962/4/24 昭和31年〜昭和40年創造する幼児たち 【昭和37年4月24日】 教育･こども 教育･こども

163 1962/5/22 昭和31年〜昭和40年川崎病院に新病棟 【昭和37年5月22日】 市民生活 市政 川崎

164 1962/6/26 昭和31年〜昭和40年子供へ三つのおくりもの 【昭和37年6月26日】 教育･こども 教育･こども 幸、中原、高津

166 1987/9/15 昭和31年〜昭和40年災害にそなえて 【昭和37年9月15日】 消防 消防 高津

167 1962/9/25 昭和31年〜昭和40年多摩川梨みのる 【昭和37年9月25日】 経済･産業 自然 多摩

168 1962/9/25 昭和31年〜昭和40年中原支所に新庁舎 【昭和37年9月25日】 市政 市民生活 中原

170 1962/11/27 昭和31年〜昭和40年町内会、自治会に感謝状 【昭和37年11月27日】 市民生活 市政 川崎

171 1962/11/27 昭和31年〜昭和40年駅前広場に地下道開通 【昭和37年11月27日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

172 1962/12/25 昭和31年〜昭和40年建設進む市営住宅団地 【昭和37年12月25日】 市民生活 市民生活 高津

173 1962/12/25 昭和31年〜昭和40年十周年を迎えた「川響」 【昭和37年12月25日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

176 1963/3/26 昭和31年〜昭和40年きれいに　美しく 【昭和38年3月26日】 生活環境 市民生活 川崎

177 1963/4/23 昭和31年〜昭和40年楽しい育児を 【昭和38年4月23日】 教育･こども 市民生活 川崎、中原

178 1963/5/14 昭和31年〜昭和40年川崎市長決る 【昭和38年5月14日】 市政 市政 川崎

179 1963/5/28 昭和31年〜昭和40年楽しく子供遊園会 【昭和38年5月28日】 教育･こども 教育･こども 多摩

180 1963/5/28 昭和31年〜昭和40年金刺川崎市長　初登庁 【昭和38年5月28日】 市政 市政 川崎

181 1963/6/25 昭和31年〜昭和40年公園の整備すすむ 【昭和38年6月25日】 市民生活 市民生活 川崎、幸

182 1963/6/25 昭和31年〜昭和40年青少年会議開かる 【昭和38年6月25日】 教育･こども 教育･こども 川崎

183 1963/7/23 昭和31年〜昭和40年のびゆく川崎港 【昭和38年7月23日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

184 1963/8/27 昭和31年〜昭和40年台風にそなえて 【昭和38年8月27日】 消防 消防 多摩区

185 1958/9/23 昭和31年〜昭和40年としよりの日 【昭和38年9月23日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 高津

186 1963/9/24 昭和31年〜昭和40年街をきれいに 【昭和38年9月24日】 生活環境 生活環境 川崎

187 1963/10/22 昭和31年〜昭和40年みんなでスポーツを 【昭和38年10月22日】 文化･スポーツ 福祉･高齢者 幸、中原

188 1963/11/26 昭和31年〜昭和40年大川崎まつり 【昭和38年11月26日】 文化･スポーツ 市民生活 川崎

189 1963/12/24 昭和31年〜昭和40年すすむ街づくり 【昭和38年12月24日】 市政 市政 川崎、幸、高津



190 1964/1/28 昭和31年〜昭和40年川崎散歩－川崎市の飛地　岡上－ 【昭和39年1月28日】 自然 市民生活 麻生

191 1964/1/28 昭和31年〜昭和40年道路をきれいに 【昭和39年1月28日】 生活環境 生活環境

192 1964/2/25 昭和31年〜昭和40年店主と従業員の話し合い－川崎の理容師さん学級－ 【昭和39年2月25日】経済･産業 教育･こども 幸区

193 1964/3/24 昭和31年〜昭和40年もりあがる美化運動 【昭和39年3月24日】 生活環境 生活環境 川崎、多摩

194 1964/4/28 昭和31年〜昭和40年川崎散歩　重要文化財をたずねて 【昭和39年4月28日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 麻生

195 1964/4/28 昭和31年〜昭和40年美化新生活運動　市民大会開かる 【昭和39年4月28日】 生活環境 文化･スポーツ 川崎

196 1964/5/26 昭和31年〜昭和40年青少年センター開館 【昭和39年5月26日】 教育･こども 教育･こども 川崎

197 1964/6/23 昭和31年〜昭和40年４０才になる川崎市 【昭和39年6月23日】 市政 市政 川崎

198 1964/7/28 昭和31年〜昭和40年川崎散歩　ひらけゆく丘陵地帯 【昭和39年7月28日】 市政 経済･産業 宮前

199 1964/7/28 昭和31年〜昭和40年新装なった　ごみ焼却場 【昭和39年7月28日】 生活環境 生活環境 川崎

200 1964/8/25 昭和31年〜昭和40年街にペンギンのくず入れ 【昭和39年8月25日】 生活環境 生活環境 川崎

203 1964/10/27 昭和31年〜昭和40年青少年よ健やかに 【昭和39年10月27日】 教育･こども 教育･こども 川崎、幸

204 1964/11/24 昭和31年〜昭和40年納税貯蓄組合表彰さる 【昭和39年11月24日】 市政 市政 川崎

205 1964/12/22 昭和31年〜昭和40年交通事故の追放を 【昭和39年12月22日】 市民生活 市政 川崎

206 1965/1/26 昭和31年〜昭和40年活況の川崎港 【昭和40年1月26日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

207 1965/2/23 昭和31年〜昭和40年住みよい町への施設つくり 【昭和40年2月23日 生活環境 生活環境 高津、多摩

208 1965/3/24 昭和31年〜昭和40年防火と美化運動の凧あげ大会 【昭和40年3月24日】 市民生活 消防 川崎

209 1965/3/25 昭和31年〜昭和40年川崎文学散歩 ーその一－ 【昭和40年3月25日】 文化･スポーツ 教育･こども 高津

210 1965/4/27 昭和31年〜昭和40年立体化工事始まる　川崎駅前 【昭和40年4月27日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

211 1965/5/25 昭和31年〜昭和40年よい子へのおくりもの 【昭和40年5月25日】 教育･こども 市民生活 川崎、多摩

212 1965/6/22 昭和31年〜昭和40年川崎で交通安全大会 【昭和40年6月22日】 市民生活 交通･ライフライン･港湾川崎

213 1965/6/22 昭和31年〜昭和40年大戸青少年会館ひらく 【昭和40年6月22日】 教育･こども 教育･こども 中原

214 1965/7/27 昭和31年〜昭和40年目の不自由な人々に読書の奉仕 【昭和40年7月27日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 川崎

215 1965/8/24 昭和31年〜昭和40年子ら　すこやかに 【昭和40年8月24日】 教育･こども 市民生活 川崎、多摩

216 1965/9/28 昭和31年〜昭和40年としよりの日 【昭和40年9月28日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 中原、高津

217 1965/9/28 昭和31年〜昭和40年石油工場の火災にそなえて 【昭和40年9月28日】 消防 消防 川崎

218 1965/10/26 昭和31年〜昭和40年留守家庭児に勉強部屋 【昭和40年10月26日】 教育･こども 教育･こども 幸

221 1965/11/23 昭和31年〜昭和40年初の労働災害慰霊祭 【昭和40年11月23日】 市民生活 経済･産業 川崎

222 1965/12/28 昭和31年〜昭和40年起すまい交通事故 【昭和40年12月28日】 市民生活 交通･ライフライン･港湾川崎

224 1966/2/22 昭和41年〜昭和50年もうすぐ一年生 【昭和41年2月22日】 教育･こども 教育･こども

225 1966/3/22 昭和41年〜昭和50年青少年センターに児童ホール完成 【昭和41年3月22日】 教育･こども 教育･こども 川崎

226 1966/3/22 昭和41年〜昭和50年防火と交通安全の凧あげ大会 【昭和41年3月22日】 市民生活 市民生活 川崎

227 1966/4/26 昭和41年〜昭和50年水道の拡張工事すすむ 【昭和41年4月26日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾宮前、多摩

228 1966/5/24 昭和41年〜昭和50年川崎駅前の高架線開通 【昭和41年5月24日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎、多摩

229 1966/6/28 昭和41年〜昭和50年花と緑でまちをきれいに 【昭和41年6月28日】 市民生活 市民生活 川崎、幸

230 1966/6/28 昭和41年〜昭和50年開所した大師保健所 【昭和41年6月28日】 市民生活 福祉･高齢者 川崎

231 1966/7/26 昭和41年〜昭和50年開館した老人福祉センター 【昭和41年7月26日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 中原

232 1966/8/23 昭和41年〜昭和50年すすむガン検診 【昭和41年8月23日】 市民生活 福祉･高齢者 中原

234 1966/10/25 昭和41年〜昭和50年復元された３００年前の民家 【昭和41年10月25日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

235 1966/11/22 昭和41年〜昭和50年この悲しみをなくそう 【昭和41年11月22日】 市民生活 市民生活 川崎

236 1966/12/27 昭和41年〜昭和50年充実する都市施設 【昭和41年12月27日】 生活環境 市政 川崎

237 1967/1/24 昭和41年〜昭和50年最新装備の消防始式 【昭和42年1月24日】 消防 消防 川崎

238 1967/2/28 昭和41年〜昭和50年利用される青少年の場 【昭和42年2月28日】 教育･こども 教育･こども 川崎、中原

239 1967/3/28 昭和41年〜昭和50年ー川崎散歩ー　川崎港 【昭和42年3月28日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

240 1967/5/9 昭和41年〜昭和50年川崎市長　きまる 【昭和42年5月9日】 市政 市政 川崎

241 1967/5/23 昭和41年〜昭和50年多摩川にすてきな広場 【昭和42年5月23日】 市民生活 自然 中原

242 1967/6/27 昭和41年〜昭和50年川崎散歩　日本民家園とその附近 【昭和42年6月27日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

244 1967/8/22 昭和41年〜昭和50年拡がる下水処理区域 【昭和42年8月22日】 生活環境 生活環境 川崎

245 1967/9/26 昭和41年〜昭和50年いつまでもお元気でー敬老の日ー 【昭和42年9月26日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 中原、高津

246 1967/10/24 昭和41年〜昭和50年発足する交通災害共済制度 【昭和42年10月24日】 市民生活 福祉･高齢者 川崎

247 1967/11/28 昭和41年〜昭和50年開園した児童交通公園 【昭和42年11月28日】 教育･こども 市民生活 中原

248 1967/11/28 昭和41年〜昭和50年民俗芸能大会ひらかる 【昭和42年11月28日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

249 1967/12/26 昭和41年〜昭和50年明日をつくる 【昭和42年12月26日】 市政 市政 川崎、中原、麻生

250 1968/1/23 昭和41年〜昭和50年成人おめでとう 【昭和43年1月23日】 教育･こども 市政 川崎、中原

251 1966/2/22 昭和41年〜昭和50年もうすぐ一年生【昭和43年2月22日】 教育･こども 交通･ライフライン･港湾中原

252 1968/3/26 昭和41年〜昭和50年完成した新鋭ごみ処理場 【昭和43年3月26日】 生活環境 生活環境 麻生

253 1968/4/23 昭和41年〜昭和50年花と緑といこい 【昭和43年4月23日】 市民生活 自然 川崎、中原、多摩



254 1968/5/28 昭和41年〜昭和50年川崎病院に新病棟完成 【昭和43年5月28日】 市政 市政 川崎

256 1968/7/23 昭和41年〜昭和50年7,000人の緑のプール 【昭和43年7月23日】 文化･スポーツ 市民生活 宮前

257 1968/8/27 昭和41年〜昭和50年よい子の願い〔交通安全〕 【昭和43年8月27日】 市民生活 教育･こども 川崎

258 1968/9/24 昭和41年〜昭和50年川崎散歩　秋をさぐる 【昭和43年9月24日】 文化･スポーツ 自然 多摩

259 1968/10/22 昭和41年〜昭和50年熱意でみのった児童公園 【昭和43年10月22日】 教育･こども 市民生活 高津

260 1968/11/26 昭和41年〜昭和50年１万5000人のマスゲーム 【昭和43年11月26日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

261 1968/12/24 昭和41年〜昭和50年住みよい都市へ 【昭和43年12月24日】 市政 市政 川崎、中原、高津、宮前、麻生

262 1969/1/28 昭和41年〜昭和50年川崎散歩　民家園をたずねて 【昭和44年1月28日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

263 1969/2/25 昭和41年〜昭和50年考える消費者に 【昭和44年2月25日】 市民生活 市民生活 川崎

264 1969/3/25 昭和41年〜昭和50年ぼくたちを安全に 【昭和44年3月25日】 市民生活 教育･こども

265 1969/4/22 昭和41年〜昭和50年春二題 【昭和44年4月22日】 交通･ライフライン･港湾教育･こども 川崎、幸

266 1965/5/25 昭和41年〜昭和50年よい子へのおくりもの 【昭和44年5月25日】 教育･こども 教育･こども 川崎、多摩

267 1969/6/24 昭和41年〜昭和50年二つの新施設誕生 【昭和44年6月24日】 市政 市民生活 川崎、中原

268 1969/7/22 昭和41年〜昭和50年川崎散歩　等々力緑地とその周辺 【昭和44年7月22日】 市民生活 文化･スポーツ 中原

270 1969/9/23 昭和41年〜昭和50年地震に備えて訓練 【昭和44年9月23日】 消防 消防 川崎、高津

272 1969/11/25 昭和41年〜昭和50年火のもとをもう一度 【昭和44年11月25日】 消防 消防

274 1970/1/27 昭和41年〜昭和50年あすの川崎をつくる 【昭和45年1月27日】 市政 生活環境 川崎、中原、宮前

275 1970/2/24 昭和41年〜昭和50年川崎散歩　宮内の史跡・天然記念物 【昭和45年2月24日】 文化･スポーツ 自然 中原

276 1970/3/24 昭和41年〜昭和50年新入学園児の交通安全 【昭和45年3月24日】 教育･こども 教育･こども

277 1970/4/28 昭和41年〜昭和50年春の民家園 【昭和45年4月28日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

278 1970/5/26 昭和41年〜昭和50年最新の清掃施設完成 【昭和45年5月26日】 生活環境 生活環境 幸

279 1970/6/23 昭和41年〜昭和50年楽しい広場　多摩川河川敷 【昭和45年6月23日】 文化･スポーツ 自然 中原

280 1970/7/28 昭和41年〜昭和50年にぎわうプール 【昭和45年7月28日】 文化･スポーツ 市民生活 川崎、中原、宮前

281 1970/8/25 昭和41年〜昭和50年稲田福祉館が開館 【昭和45年8月25日】 教育･こども 教育･こども 多摩

282 1970/9/22 昭和41年〜昭和50年敬老の日 【昭和45年9月22日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 中原、高津

283 1970/10/27 昭和41年〜昭和50年（仮）文化財を大切に 【昭和45年10月27日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 宮前

284 1970/11/24 昭和41年〜昭和50年みんなで供血を 【昭和45年11月24日】 市民生活 福祉･高齢者 多摩

285 1970/12/22 昭和41年〜昭和50年健康な生活のために 【昭和45年12月22日】 市民生活 市民生活 川崎、幸

286 1971/1/26 昭和41年〜昭和50年整備進む川崎の消防 【昭和46年1月26日】 消防 消防 川崎

287 1971/2/23 昭和41年〜昭和50年新装なった水産物卸売市場 【昭和46年2月23日】 経済･産業 市民生活 幸

288 1971/3/23 昭和41年〜昭和50年誕生した臨港清掃作業場 【昭和46年3月23日】 生活環境 生活環境 川崎

289 1971/4/27 昭和41年〜昭和50年緑をまちに 【昭和46年4月27日】 市民生活 教育･こども 中原

290 1971/5/25 昭和41年〜昭和50年川崎市長に伊藤三郎氏 【昭和46年5月25日】 市政 市政 川崎

291 1971/6/22 昭和41年〜昭和50年空気がおいしいな 【昭和46年6月22日】 教育･こども 教育･こども

292 1971/7/27 昭和41年〜昭和50年夏にまなびあそぶ 【昭和46年7月27日】 文化･スポーツ 教育･こども 川崎、多摩

293 1971/8/24 昭和41年〜昭和50年青少年科学館オープン 【昭和46年8月24日】 教育･こども 文化･スポーツ 多摩

294 1971/9/28 昭和41年〜昭和50年来年４月から指定都市に 【昭和46年9月28日】 市政 市政 川崎、高津

295 1971/10/26 昭和41年〜昭和50年秋の民家園 【昭和46年10月26日】 文化･スポーツ 自然 多摩

296 1971/11/23 昭和41年〜昭和50年わたしはデコちゃん 【昭和46年11月23日】 教育･こども 教育･こども 多摩

297 1971/12/28 昭和41年〜昭和50年  '７１主なできごと 【昭和46年12月28日】 市政 市政

298 1972/1/25 昭和41年〜昭和50年公害防止施策を進める 【昭和47年1月25日】 生活環境 生活環境 川崎

299 1972/2/22 昭和41年〜昭和50年もうすぐ指定都市に 【昭和47年2月22日】 市政 市政

300 1972/3/28 昭和41年〜昭和50年工事すすむ高層住宅団地 【昭和47年3月28日】 市民生活 市政 幸

301 1972/4/25 昭和41年〜昭和50年指定都市スタート 【昭和47年4月25日】 市政 市政 川崎、多摩、麻生

304 1972/7/25 昭和41年〜昭和50年あなたの声を市政に 【昭和47年7月25日】 市民生活 市政 中原

305 1972/8/22 昭和41年〜昭和50年箱根に市民保養所オープン 【昭和47年8月22日】 市民生活 自然

306 1972/9/26 昭和41年〜昭和50年公害監視を強化 【昭和47年8月22日】 生活環境 生活環境 川崎

307 1972/10/24 昭和41年〜昭和50年オープンした多摩市民館 【昭和47年10月24日】 市民生活 市政 多摩

308 1972/11/28 昭和41年〜昭和50年市民の港を建設 【昭和47年11月28日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

310 1973/1/23 昭和41年〜昭和50年自然のふるさと  -フルーツパーク開園- 【昭和48年1月23日】 市民生活 市民生活 多摩

311 1973/2/27 昭和41年〜昭和50年市バスの現状 【昭和48年2月27日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎、中原

312 1973/3/17 昭和41年〜昭和50年進む緑化作戦 【昭和48年3月17日】 生活環境 生活環境

313 1973/4/24 昭和41年〜昭和50年自然にしたしむ 【昭和48年4月24日】 市民生活 自然 宮前

314 1973/5/22 昭和41年〜昭和50年ぼくたちのお城　宮崎こども文化センター 【昭和48年5月22日】教育･こども 教育･こども 宮前

315 1973/6/26 昭和41年〜昭和50年　-川崎散歩- 等々力緑地をたずねて 【昭和48年6月26日】 文化･スポーツ 自然 中原

317 1973/8/28 昭和41年〜昭和50年おいしい空気の中で　-夏休みぜんそく教室- 【昭和48年8月28日】生活環境 教育･こども

318 1973/9/25 昭和41年〜昭和50年こだま号スタート　-くらしの移動教室- 【昭和48年9月25日】 市民生活 市民生活 川崎



319 1973/10/23 昭和41年〜昭和50年秋空のもと体力づくりを 【昭和48年10月23日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

320 1973/11/27 昭和41年〜昭和50年水銀ヘドロを浚渫処理 【昭和48年11月27日】 生活環境 交通･ライフライン･港湾川崎

321 1973/12/25 昭和41年〜昭和50年　'７３おもなできごと 【昭和48年12月25日】 市政 市民生活 川崎、幸、高津、宮前

323 1974/2/26 昭和41年〜昭和50年防火へのそなえ 【昭和49年2月26日】 消防 消防

324 1974/3/26 昭和41年〜昭和50年作品展開催　末長学園 【昭和49年3月26日】　 福祉･高齢者 福祉･高齢者 高津

326 1974/5/28 昭和41年〜昭和50年すすむ新総合計画づくり 【昭和49年5月28日】 市政 市政

327 1974/6/25 昭和41年〜昭和50年中原市民館オープン 【昭和49年6月25日】 市民生活 市政 中原

328 1974/7/23 昭和41年〜昭和50年５０年のあゆみを明日へ　市制５０周年記念式典 【昭和49年7月23日】市政 市政

329 1974/8/27 昭和41年〜昭和50年老人と子どものひろば 【昭和49年8月27日】 教育･こども 福祉･高齢者 川崎

331 1974/10/22 昭和41年〜昭和50年緑化相談が市内各地で 【昭和49年10月22日】 市民生活 生活環境 幸

333 1974/12/24 昭和41年〜昭和50年石油コンビナートの査察車誕生 【昭和49年12月24日】 消防 交通･ライフライン･港湾川崎

334 1975/1/28 昭和41年〜昭和50年ひろげよう愛の手を 【昭和50年1月28日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 川崎

335 1975/2/25 昭和41年〜昭和50年ふえるゴミに対処　橘清掃場完成 【昭和50年2月25日】 生活環境 生活環境 高津

336 1975/3/25 昭和41年〜昭和50年地震・火災から命をまもろう 【昭和50年3月25日】 消防 消防 川崎

337 1975/4/22 昭和41年〜昭和50年市長　決まる 【昭和50年4月22日】 市政 市政 川崎

338 1975/5/27 昭和41年〜昭和50年緑をふやそう 【昭和50年5月27日】 市民生活 生活環境 中原

340 1975/7/22 昭和41年〜昭和50年しまうまⅡ世誕生　夢見ヶ崎動物公園 【昭和50年7月22日】 市民生活 自然 幸

341 1975/8/26 昭和41年〜昭和50年おとしよりの職業バンク開設 【昭和50年8月26日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 川崎

342 1975/9/23 昭和41年〜昭和50年市民参加で防災総合訓練 【昭和50年9月23日】 消防 消防 高津

343 1975/10/28 昭和41年〜昭和50年心身障害者に明るい職場 【昭和50年10月28日】  福祉･高齢者 福祉･高齢者 高津

344 1975/11/25 昭和41年〜昭和50年ろうあ者相談員誕生 【昭和50年11月25日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 幸

345 1975/12/23 昭和41年〜昭和50年民家園で民具づくり 【昭和50年12月23日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

346 1975/1/28 昭和41年〜昭和50年ひろげよう愛の手を 【昭和51年1月28日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者

347 1976/2/24 昭和51年〜昭和64年建設すすむシビルポートアイランド 【昭和51年2月24日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

348 1976/3/23 昭和51年〜昭和64年ミスかわさき決まる 【昭和51年3月23日】 市政 市政 高津

349 1976/4/27 昭和51年〜昭和64年ごくろうさん清川丸 【昭和51年4月27日】 生活環境 交通･ライフライン･港湾川崎・幸

350 1976/5/25 昭和51年〜昭和64年待望のナイター設備 【昭和51年5月25日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

351 1976/6/22 昭和51年〜昭和64年船からみた川崎港 【昭和51年6月22日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

352 1976/7/27 昭和51年〜昭和64年あなたも買物上手に 【昭和51年7月27日】 市民生活 経済･産業

353 1976/8/24 昭和51年〜昭和64年ふるさと散歩 【昭和51年8月24日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

354 1976/9/28 昭和51年〜昭和64年秋のフルーツパーク 【昭和51年9月28日】 経済･産業 市民生活 多摩

355 1976/10/26 昭和51年〜昭和64年中小企業,婦人会館オープン 【昭和51年10月26日】 市政 文化･スポーツ 中原

356 1976/11/23 昭和51年〜昭和64年昭和５１年度川崎市文化賞　-５人と１団体に- 【昭和51年11月23日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

357 1976/12/28 昭和51年〜昭和64年民家園のお正月 【昭和51年12月28日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

358 1977/1/25 昭和51年〜昭和64年ふるさとスケッチ　-菅のオマト- 【昭和52年1月25日】 文化･スポーツ 市民生活 多摩

359 1977/2/22 昭和51年〜昭和64年完成した武道の殿堂 【昭和52年2月22日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 幸

361 1977/4/15 昭和51年〜昭和64年姉妹都市に向けて　リエカ市訪川 【昭和52年4月15日】 市政 市政 川崎･多摩

362 1977/5/15 昭和51年〜昭和64年動く図書館　たちばな号 【昭和52年5月15日】 教育･こども 教育･こども 中原、多摩

364 1977/7/15 昭和51年〜昭和64年街にみどりを　「花壇コンクール」 【昭和52年7月15日】 生活環境 市民生活 川崎

365 1977/8/15 昭和51年〜昭和64年食中毒を防ぎ　夏の健康を守ろう 【昭和52年8月15日】 生活環境 市民生活

367 1977/10/15 昭和51年〜昭和64年収穫期をむかえた市民農園 【昭和52年10月15日】 市民生活 市民生活 高津

369 1977/12/15 昭和51年〜昭和64年多摩図書館完成 【昭和52年12月15日】 教育･こども 教育･こども 多摩

370 1978/1/15 昭和51年〜昭和64年ようこそロッテ.オリオンズ 【昭和53年1月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

371 1978/2/15 昭和51年〜昭和64年婦人の健康づくり 【昭和53年2月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

372 1978/3/15 昭和51年〜昭和64年川崎・横浜公害保健センター完成 【昭和53年3月15日】 生活環境 市民生活 川崎

373 1978/4/15 昭和51年〜昭和64年ふれあいの花 【昭和53年4月15日】 市民生活 市民生活 多摩

374 1978/5/15 昭和51年〜昭和64年ナイターに躍る 【昭和53年5月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎･幸

377 1978/8/15 昭和51年〜昭和64年動物公園サマースクール 【昭和53年8月15日】 教育･こども 教育･こども 幸

378 1978/9/15 昭和51年〜昭和64年岡上をゆく 【昭和53年9月15日】 文化･スポーツ 自然 麻生

379 1978/10/15 昭和51年〜昭和64年なぎなた教室 【昭和53年11月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 幸

380 1978/11/15 昭和51年〜昭和64年賑わう市民まつり 【昭和53年11月15日】 文化･スポーツ 市民生活 川崎

382 1979/1/15 昭和51年〜昭和64年川崎の酒づくり 【昭和54年1月15日】 経済･産業 経済･産業 多摩

383 1979/2/15 昭和51年〜昭和64年新川崎風土記　麻生不動院のだるま市 【昭和54年2月15日】 文化･スポーツ 自然 麻生

384 1979/3/15 昭和51年〜昭和64年新川崎風土記　多摩自然遊歩道 【昭和54年3月15日】 文化･スポーツ 自然 多摩

388 1979/7/15 昭和51年〜昭和64年ベビーラッシュ　夢見ヶ崎動物公園 【昭和54年7月15日】 自然 市民生活 幸

389 1979/8/15 昭和51年〜昭和64年緑化センターオープン 【昭和54年8月15日】 生活環境 自然 多摩

391 1979/10/15 昭和51年〜昭和64年近代的なゴミ処理施設　ー川崎市堤根清掃事業所ー 【昭和54年10月15日】生活環境 生活環境 川崎



392 1979/11/15 昭和51年〜昭和64年第２回かわさき市民祭り 【昭和54年11月15日】 市民生活 市民生活 川崎

394 1980/1/15 昭和51年〜昭和64年新時代へつながる海底トンネル 【昭和55年1月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

395 1980/2/15 昭和51年〜昭和64年川崎ではじめての市民葬 【昭和55年2月15日】 市政 市政 川崎

396 1980/3/15 昭和51年〜昭和64年防災センター完成 【昭和55年3月15日】 消防 市政 川崎

397 1980/4/15 昭和51年〜昭和64年民家園をたずねて 【昭和55年4月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

398 1980/5/15 昭和51年〜昭和64年はだしの広場が完成 【昭和55年5月15日】 教育･こども 市民生活 中原

399 1980/6/15 昭和51年〜昭和64年車椅子バスケットボール大会 【昭和55年6月15日】 文化･スポーツ 福祉･高齢者 川崎

401 1980/8/15 昭和51年〜昭和64年川崎の夏 【昭和55年8月15日】 市民生活 文化･スポーツ 川崎・多摩・高津

403 1980/10/15 昭和51年〜昭和64年岡上の秋 【昭和55年10月15日】 自然 経済･産業 麻生

404 1980/11/15 昭和51年〜昭和64年第３回かわさき市民祭り 【昭和55年11月15日】 市民生活 市民生活 川崎

405 1980/12/15 昭和51年〜昭和64年　'８０「地方の時代」映像祭 【昭和55年12月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 高津

406 1981/2/15 昭和51年〜昭和64年雪の八ヶ岳市民休暇村 【昭和56年2月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ

407 1981/3/15 昭和51年〜昭和64年動き始めた粗大ゴミ処理施設 【昭和56年3月15日】 生活環境 生活環境 川崎

408 1981/4/15 昭和51年〜昭和64年わかたけ作業所完成 【昭和56年4月15日】 福祉･高齢者 教育･こども 高津

410 1981/6/15 昭和51年〜昭和64年第１０回身障者体育大会 【昭和56年6月15日】 福祉･高齢者 文化･スポーツ 中原

411 1981/7/15 昭和51年〜昭和64年市民球団ロッテ前期優勝 【昭和56年7月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

412 1981/8/15 昭和51年〜昭和64年奈良の町屋旧井岡家住宅 【昭和56年8月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

414 1981/11/15 昭和51年〜昭和64年新装なった労働会館 【昭和56年11月15日】 市民生活 市政 川崎

415 1981/12/15 昭和51年〜昭和64年帆船海王丸川崎港に 【昭和56年12月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

416 1982/1/15 昭和51年〜昭和64年冬の多摩川 【昭和57年1月15日】 自然 自然 高津、多摩、幸

418 1982/3/15 昭和51年〜昭和64年多摩の散歩道 【昭和57年3月15日】 自然 自然 多摩

419 1982/4/15 昭和51年〜昭和64年ニューフェイス２題 【昭和57年4月15日】 自然 文化･スポーツ 多摩

420 1982/5/15 昭和51年〜昭和64年花の里めぐり 【昭和57年5月15日】 自然 自然 多摩

423 1982/8/15 昭和51年〜昭和64年レオナルド・ダ・ビンチ展 【昭和57年8月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

424 1982/9/15 昭和51年〜昭和64年多摩川のハゼ 【昭和57年9月15日】 自然 自然 川崎

425 1982/10/15 昭和51年〜昭和64年お月見のだんご作り　-川崎市立日本民家園- 【昭和57年10月15日】文化･スポーツ 自然 多摩

426 1982/11/15 昭和51年〜昭和64年動きだした等々力環境センター 【昭和57年11月15日】 生活環境 生活環境 中原

427 1982/12/15 昭和51年〜昭和64年お正月用の品がいっぱい　-川崎市北部市場- 【昭和57年12月15日】経済･産業 経済･産業 宮前

428 1983/1/15 昭和51年〜昭和64年野生ヤギの王様マーコール　-川崎市立夢見ヶ崎動物公園- 【昭和58年1月15日】市民生活 市民生活 幸

429 1983/3/15 昭和51年〜昭和64年さわやかプロムナード 【昭和58年3月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

430 1983/4/15 昭和51年〜昭和64年さようなら黒川分校 【昭和58年4月15日】 教育･こども 教育･こども 麻生

431 1983/5/15 昭和51年〜昭和64年自然が一目で 【昭和58年5月15日】 教育･こども 自然 多摩

432 1983/6/15 昭和51年〜昭和64年中原平和公園オープン 【昭和58年6月15日】 市民生活 市政 中原

433 1983/7/15 昭和51年〜昭和64年生田緑地に伝統工芸館 【昭和58年7月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

434 1983/8/15 昭和51年〜昭和64年港に「ちどり公園」 【昭和58年8月15日】 市民生活 市民生活 川崎

435 1983/9/15 昭和51年〜昭和64年サッカーで姉妹都市交流 【昭和58年9月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

436 1983/10/15 昭和51年〜昭和64年国際彫刻シンポジウム 【昭和58年10月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

437 1983/11/15 昭和51年〜昭和64年第６回かわさき市民祭り 【昭和58年11月15日】 市民生活 市民生活 川崎

438 1983/12/15 昭和51年〜昭和64年お正月の手づくり盆栽（川崎市緑化センター） 【昭和58年12月15日】市民生活 文化･スポーツ 多摩

439 1984/1/15 昭和51年〜昭和64年「総合自治会館」が完成 【昭和59年1月15日】 市政 市政 中原

440 1984/2/15 昭和51年〜昭和64年冬に鍛える（石川記念武道館） 【昭和59年2月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 幸

442 1984/4/15 昭和51年〜昭和64年お味はいかが（姉妹都市家庭料理講座） 【昭和59年4月15日】市民生活 文化･スポーツ 中原

444 1984/6/15 昭和51年〜昭和64年彫刻のある広場完成（中原平和公園） 【昭和59年6月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

445 1984/7/15 昭和51年〜昭和64年市制６０周年を祝う 【昭和59年7月15日】 市政 市政 川崎

447 1984/9/15 昭和51年〜昭和64年第５回　６都県市合同防災訓練 【昭和59年9月15日】 消防 消防 川崎

448 1984/10/15 昭和51年〜昭和64年情報公開制度がスタート 【昭和59年10月15日】 市政 市政 中原

450 1984/12/15 昭和51年〜昭和64年これで安心（休日急患診療所） 【昭和59年12月15日】 福祉･高齢者 市民生活 宮前、麻生

451 1985/1/15 昭和51年〜昭和64年地下街建設急ピッチ 【昭和60年1月15日】 経済･産業 交通･ライフライン･港湾川崎

453 1985/3/15 昭和51年〜昭和64年五反田川に魚のマンション 【昭和60年3月15日】 自然 自然 多摩

454 1985/4/15 昭和51年〜昭和64年街角のオアシス“グリーンポケット” 【昭和60年4月15日】 生活環境 生活環境 川崎、幸、中原

456 1985/6/15 昭和51年〜昭和64年街かどの歴史ガイド 【昭和60年6月15日】 文化･スポーツ 自然 多摩

457 1985/7/15 昭和51年〜昭和64年スポーツと文化の広場 【昭和60年7月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 幸、麻生、宮前

460 1985/10/15 昭和51年〜昭和64年青空へキック！ 【昭和60年10月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

461 1985/11/15 昭和51年〜昭和64年かわさき女性フォーラム’８５ 【昭和60年11月15日】　　　　 市民生活 市政 川崎

463 1986/1/15 昭和51年〜昭和64年ようこそハレーすい星 【昭和61年1月15日】 自然 教育･こども 多摩

464 1986/2/15 昭和51年〜昭和64年消防に高性能はしご車 【昭和61年2月15日】 消防 消防

465 1986/3/15 昭和51年〜昭和64年よみがえる二ヶ領用水 【昭和61年3月15日】 自然 自然 幸、中原、高津、多摩



470 1986/8/15 昭和51年〜昭和64年若者たちのふれあいキャンプ 【昭和61年8月15日】 教育･こども 自然 麻生

471 1986/9/15 昭和51年〜昭和64年大地震に備えて 【昭和61年9月15日】 消防 消防 宮前

472 1986/10/15 昭和51年〜昭和64年地下街「アゼリア」が誕生 【昭和61年10月15日】 経済･産業 経済･産業 川崎

473 1986/11/15 昭和51年〜昭和64年かわさきグリーンピア ’８６ 【昭和61年11月15日】 市民生活 生活環境 中原

475 1987/1/15 昭和51年〜昭和64年かわさきテクノピア（パート１） 【昭和62年1月15日】 経済･産業 経済･産業 幸

476 1987/2/15 昭和51年〜昭和64年緑・ふれあい・文化（新都心街づくりとシンポジウム） 【昭和62年2月15日】市民生活 市政 麻生

477 1987/3/15 昭和51年〜昭和64年サケッ子さん　また会おう！ 【昭和62年3月15日】 自然 自然 中原、宮前

478 1987/4/15 昭和51年〜昭和64年蘭・世界大博覧会 【昭和62年4月15日】 市民生活 市民生活 多摩

479 1987/5/15 昭和51年〜昭和64年校庭に遺跡広場　-岡上小学校- 【昭和62年5月15日】 教育･こども 教育･こども 麻生

480 1987/6/15 昭和51年〜昭和64年水道展示室が完成　-長沢浄水場- 【昭和62年6月15日】 生活環境 交通･ライフライン･港湾多摩

483 1987/9/15 昭和51年〜昭和64年災害に備えて 【昭和62年9月15日】 消防 消防 麻生

485 1987/11/15 昭和51年〜昭和64年今年もにぎわった市民祭り 【昭和62年11月15日】 市民生活 市民生活 川崎

486 1987/12/15 昭和51年〜昭和64年年の瀬にぎわう市場 【昭和62年12月15日】 経済･産業 市民生活 宮前

489 1988/3/15 昭和51年〜昭和64年春を待つ生田緑地 【昭和63年3月15日】 自然 自然 多摩

490 1988/4/15 昭和51年〜昭和64年市民ミュージアム完成まぢか 【昭和63年4月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

493 1988/7/15 昭和51年〜昭和64年“ふれあい”の場をめざして 【昭和63年7月15日】 文化･スポーツ 市民生活 川崎

494 1988/8/15 昭和51年〜昭和64年産業振興会館オープン！ 【昭和63年8月15日】 経済･産業 経済･産業 幸

496 1988/10/15 昭和51年〜昭和64年福祉機器展開かれる 【昭和63年10月15日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 麻生

503 1989/5/15 昭和51年〜昭和64年花と夢がいっぱい！　-田島ふれあい公園- 【平成元年5月15日】市民生活 市民生活 川崎

505 1989/7/15 昭和51年〜昭和64年歓声ひびく 川崎市青少年の家 【平成元年7月15日】 教育･こども 教育･こども 宮前

507 1989/9/15 昭和51年〜昭和64年好きです！きれいな川崎　-ごみの減量化- 【平成元年9月15日】生活環境 生活環境 高津、多摩

508 1989/10/15 昭和51年〜昭和64年秋の味覚を収穫　-岡上営農団地- 【平成元年10月15日】 市民生活 自然 麻生

509 1989/11/15 昭和51年〜昭和64年つくろうみんなのひろば　-第１２回かわさき市民祭り- 【平成元年11月15日】市民生活 市民生活 川崎

511 1990/1/15 平成元年〜平成10年新春の夢見ヶ崎動物公園 【平成2年1月15日】 市民生活 市民生活 幸

512 1990/2/15 平成元年〜平成10年冬のフルーツパーク 【平成2年2月15日】 市民生活 市民生活 多摩

515 1990/5/15 平成元年〜平成10年ヨネッティー王禅寺オープン　-余熱利用市民施設- 【平成2年5月15日】生活環境 文化･スポーツ 麻生

517 1990/7/15 平成元年〜平成10年エポックなかはら　-川崎市中原会館- 【平成2年7月15日】 市民生活 市政 中原

519 1990/9/15 平成元年〜平成10年災害から身を守る！　-川崎市総合防災訓練- 【平成2年9月15日】消防 消防 川崎

520 1990/10/15 平成元年〜平成10年日本民家園で体験学習 【平成2年10月15日】 文化･スポーツ 自然 多摩、宮前

521 1990/11/15 平成元年〜平成10年川崎区総合庁舎オープン 【平成2年11月15日】 市政 市政 川崎

522 1990/12/16 平成元年〜平成10年子どもたちの夢をはぐくむ　-川崎市青少年創作センター- 【平成2年12月15日】教育･こども 市民生活 多摩

523 1991/1/15 平成元年〜平成10年ＪＲ南武線　高架化完成！ 【平成3年1月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾中原、高津

524 1991/2/15 平成元年〜平成10年広がる仲間づくり　-第１回川崎市ミニホッケー大会- 【平成3年2月15日】教育･こども 文化･スポーツ 川崎

526 1991/4/15 平成元年〜平成10年生まれ変わった川崎球場 【平成3年4月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

527 1991/5/15 平成元年〜平成10年川崎生まれの鬼才　岡本太郎展　-川崎市市民ミュージアム- 【平成3年5月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

528 1991/6/15 平成元年〜平成10年多摩川をきれいに　-多摩川美化活動- 【平成3年6月15日】 生活環境 市民生活 川崎、幸、中原、高津、多摩

530 1991/8/15 平成元年〜平成10年自然と遊ぼう！　-黒川青少年野外活動センター- 【平成3年8月15日】教育･こども 自然 麻生

531 1991/9/15 平成元年〜平成10年秋の味覚がいっぱい　-川崎市フルーツパーク- 【平成3年9月15日】市民生活 自然 多摩

532 1991/10/15 平成元年〜平成10年わたしたちの国際交流 【平成3年10月15日】 市政 経済･産業 幸

533 1991/11/15 平成元年〜平成10年誕生４０周年を迎えた川崎港 【平成3年11月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

534 1991/12/15 平成元年〜平成10年光の並木道　-ＦＡＮＴＡＳＹかわさきインナイト’９１- 【平成3年12月15日】経済･産業 経済･産業 川崎

535 1992/1/15 平成元年〜平成10年寒さもへっちゃら！　-川崎市石川記念武道館- 【平成4年1月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 幸

539 1992/5/15 平成元年〜平成10年川崎市平和館オープン！ 【平成4年5月15日】 市民生活 市政 中原

540 1992/6/15 平成元年〜平成10年救急活動も新時代へ　-高規格救急車- 【平成4年6月15日】 消防 消防 川崎

541 1992/7/15 平成元年〜平成10年港で憩える川崎マリエン 【平成4年7月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

542 1992/8/15 平成元年〜平成10年川崎市大山街道ふるさと館オープン 【平成4年8月15日】 文化･スポーツ 市政 高津

543 1992/9/15 平成元年〜平成10年災害に備えて！ 【平成4年9月15日】 消防 消防 中原

544 1992/10/15 平成元年〜平成10年秋の日本民家園 【平成4年10月15日】 文化･スポーツ 自然 多摩

545 1992/11/15 平成元年〜平成10年第１５回かわさき市民祭り 【平成4年11月15日】 市民生活 市民生活 川崎

546 1992/12/15 平成元年〜平成10年地域で生涯学習　-プラザ田島- 【平成4年12月15日】 教育･こども 文化･スポーツ 川崎

547 1993/1/15 平成元年〜平成10年新春の動物たち　-夢見ヶ崎動物公園- 【平成5年1月15日】 市民生活 市民生活 幸

549 1993/3/15 平成元年〜平成10年川崎ハローブリッジ開通　-宮前横断歩道橋- 【平成5年3月15日】交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

550 1993/4/15 平成元年〜平成10年楽しい創作教室　川崎市青少年創作センター 【平成5年4月15日】教育･こども 教育･こども 多摩

551 1993/5/15 平成元年〜平成10年インテリジェント・スクール発進！　-市立川崎総合科学高等学校- 【平成5年5月15日】教育･こども 教育･こども 幸

552 1993/6/15 平成元年〜平成10年ナイター設備を充実　-等々力陸上競技場-  【平成5年6月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

553 1993/7/15 平成元年〜平成10年夏の安全を守る　-水上安全法講習会- 【平成5年7月15日】 福祉･高齢者 市民生活

554 1993/8/15 平成元年〜平成10年子どもたちと動物のふれあい　川崎市夢見ヶ崎動物公園 【平成5年8月15日】市民生活 市民生活 幸



555 1993/9/15 平成元年〜平成10年川崎市老人保健施設　三田あすみの丘オープン 【平成5年9月15日】福祉･高齢者 福祉･高齢者 多摩

556 1993/10/15 平成元年〜平成10年市役所第３庁舎オープン 【平成5年10月15日】 市政 市政 川崎

560 1994/2/15 平成元年〜平成10年ヴェルディ川崎　初代チャンピオンに 【平成6年2月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

563 1994/5/15 平成元年〜平成10年初夏の等々力緑地 【平成6年5月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

564 1994/6/15 平成元年〜平成10年第２３回身障者スポーツ大会　-川崎市政７０周年記念大会- 【平成6年6月15日】文化･スポーツ 福祉･高齢者 中原

565 1994/7/15 平成元年〜平成10年ヴェルディ選手と市民が！　-川崎サッカーフェスティバル- 【平成6年7月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

567 1994/9/15 平成元年〜平成10年こどもたちの大壁画が完成！ 【平成6年9月15日】 教育･こども 教育･こども 宮前

568 1994/10/15 平成元年〜平成10年川崎の文化財展開かれる 【平成6年10月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

569 1994/11/15 平成元年〜平成10年国際交流センターオープン 【平成6年11月15日】 文化･スポーツ 市政 中原

570 1994/12/15 平成元年〜平成10年ハイウェーマラソン＆ウォーク 【平成6年12月15日】 交通･ライフライン･港湾文化･スポーツ 川崎

573 1995/3/15 平成元年〜平成10年健康・検診センターオープン【平成7年3月15日】 福祉･高齢者 市民生活 川崎

574 1995/4/15 平成元年〜平成10年市立看護短期大学・開学 【平成7年4月15日】 教育･こども 福祉･高齢者 幸

575 1995/5/15 平成元年〜平成10年新緑の長尾の里めぐり 【平成7年5月15日】 自然 自然 多摩、宮前

576 1995/6/15 平成元年〜平成10年災害に備える 【平成7年6月15日】 消防 消防 中原

577 1995/7/16 平成元年〜平成10年光発信！“スパーキングナイター”　－川崎ナイター競馬スタート－ 【平成7年7月15日】市民生活 経済･産業 川崎

578 1995/8/15 平成元年〜平成10年とどろきアリーナ　オープン 【平成7年8月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

579 1995/9/15 平成元年〜平成10年装い新たに！　-等々力陸上競技場- 【平成7年9月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

580 1995/10/15 平成元年〜平成10年全国初！ごみの鉄道輸送 【平成7年10月15日】 生活環境 生活環境 川崎、高津

581 1995/11/15 平成元年〜平成10年支えあい助けあい　-市民総ホームヘルパー大作戦- 【平成7年11月15日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者

583 1996/1/15 平成元年〜平成10年新春の川崎・点描 【平成8年1月15日】 市民生活 市民生活 川崎

584 1996/2/15 平成元年〜平成10年水がめがピンチ！　-節水にご協力を- 【平成8年2月15日】 交通･ライフライン･港湾自然 川崎、多摩

585 1996/3/15 平成元年〜平成10年春の等々力緑地 【平成8年3月15日】 自然 教育･こども 中原

587 1996/5/15 平成元年〜平成10年障害者のための２施設がオープン 【平成8年5月15日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 川崎、宮前

588 1996/6/15 平成元年〜平成10年災害に備えて　-通信システム導入- 【平成8年6月15日】 消防 消防 川崎、幸

589 1996/7/15 平成元年〜平成10年ＦＭ「Ｋ－Ｃｉｔｙ（かわさき市民放送　７９．１ＭＨｚ）」　開局！ 【平成8年7月15日】市民生活 市民生活 川崎、中原

591 1996/9/15 平成元年〜平成10年那覇市友好都市締結記念　沖縄のつどい 【平成8年9月15日】市民生活 市政 川崎、幸

594 1996/12/15 平成元年〜平成10年共に生きるまちづくりをめざして 【平成8年12月15日】 市政 市民生活 中原

597 1997/3/15 平成元年〜平成10年多摩川マラソンコース完成記念　第１１回川崎市民マラソン大会 【平成9年3月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原、高津

598 1997/4/15 平成元年〜平成10年モグラ博士館で学ぶ 【平成9年4月15日】 生活環境 交通･ライフライン･港湾幸

603 1997/9/15 平成元年〜平成10年自然とふれあう　-高津区子どもフェア- 【平成9年9月15日】 自然 教育･こども 高津

605 1997/11/15 平成元年〜平成10年高橋川崎市長再選 【平成9年11月15日】 市政 市政 川崎

606 1997/12/15 平成元年〜平成10年いま芸術のまちへ　-新百合ヶ丘駅周辺- 【平成9年12月15日】文化･スポーツ 経済･産業 麻生

607 1998/1/15 平成元年〜平成10年東京湾アクアライン開通 【平成10年1月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

608 1998/2/15 平成元年〜平成10年ひとにやさしい福祉のまちへ　【平成10年2月15日】 福祉･高齢者 福祉･高齢者 川崎、高津

609 1998/3/15 平成元年〜平成10年多摩早春譜　【平成10年3月15日】 自然 自然 多摩

610 1998/4/15 平成元年〜平成10年リサイクル推進都市をめざして　【平成10年4月15日】 生活環境 生活環境 川崎

612 1998/6/15 平成元年〜平成10年水上バス発着場 完成　-多摩川・東京湾の船旅-　【平成10年6月15日】自然 経済･産業 幸

614 1998/8/15 平成元年〜平成10年姉妹都市から帆船が入港　【平成10年8月15日】 交通･ライフライン･港湾市政 川崎、中原

615 1998/9/15 平成元年〜平成10年秋の味覚　多摩川ナシ　【平成10年9月15日】 経済･産業 経済･産業 多摩

617 1998/11/15 平成元年〜平成10年開館１０周年　市民ミュージアム　【平成10年11月15日】 交通･ライフライン･港湾文化･スポーツ 中原

618 1998/12/15 平成元年〜平成10年市立川崎病院　病棟・中央診療棟　完成　【平成10年12月15日】福祉･高齢者 市民生活 川崎

619 1999/1/15 平成11年〜平成19年環境にやさしい街づくり　-橘リサイクルコミュニティセンター-　【平成11年1月15日】生活環境 市民生活 高津

621 1999/3/15 平成11年〜平成19年探訪　日本民家園　【平成11年3月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

622 1998/4/15 平成11年〜平成19年リサイクル推進都市をめざして　【平成11年4月15日】 生活環境 生活環境

624 1999/6/15 平成11年〜平成19年市民のくらしを支援　消費者行政センター　【平成11年6月15日】経済･産業 経済･産業 川崎、多摩

635 2000/5/15 平成11年〜平成19年高齢者福祉施設がオープン 【平成12年5月15日】 福祉･高齢者 教育･こども 川崎、幸

636 2000/6/15 平成11年〜平成19年等々力緑地は花と緑がいっぱい 【平成12年6月15日】 市民生活 文化･スポーツ 中原

637 2000/7/15 平成11年〜平成19年Ｋ２タウンキャンパス誕生　-「新川崎・創造のもり計画」を推進- 【平成12年7月15日】経済･産業 経済･産業 幸

638 2000/8/15 平成11年〜平成19年市民の港を目指して　-川崎港の紹介- 【平成12年8月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾川崎

640 2000/10/15 平成11年〜平成19年生田緑地に 秋見つけた 【平成12年10月15日】 自然 自然 多摩

644 2001/2/15 平成11年〜平成19年２１世紀を創造する！　-２００１かわさきデザインフェア- 【平成13年2月15日】経済･産業 経済･産業 高津

645 2001/3/15 平成11年〜平成19年市内の民族芸能　集合！ 【平成13年3月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 宮前

648 2001/6/15 平成11年〜平成19年パークボールで爽やかな汗を！ 【平成13年6月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 高津

650 2001/8/15 平成11年〜平成19年この夏ボランティアを体験 【平成13年8月15日】 福祉･高齢者 教育･こども 中原

654 2001/12/15 平成11年〜平成19年阿部川崎市長が初登庁！ 【平成13年12月15日】 市政 市政 川崎、多摩

656 2002/2/15 平成11年〜平成19年子どもは 未来の宝物！　-かわさきく子育てフェスタ開催- 【平成14年2月15日】教育･こども 教育･こども 川崎

658 2002/4/15 平成11年〜平成19年お菓子の市民サミット開催 【平成14年4月15日】 市民生活 経済･産業 川崎、宮前



659 2002/5/15 平成11年〜平成19年大自然の中でリフレッシュ！　-新緑の八ヶ岳市民休暇村- 【平成14年5月15日】 市民生活 自然

661 2002/7/15 平成11年〜平成19年川崎市消防　記念演奏会と新総合庁舎 【平成14年7月15日】 消防 消防 川崎

662 2002/8/15 平成11年〜平成19年夏の風物詩！　川崎大師風鈴市 【平成14年8月15日】 市民生活 市民生活 川崎

664 2002/10/15 平成11年〜平成19年小学生が中秋の名月を･･･ 【平成14年10月15日】 教育･こども 教育･こども 麻生

669 2003/3/15 平成11年〜平成19年伝えたい　川崎の海苔づくり 【平成15年3月15日】 文化･スポーツ 経済･産業 川崎

670 2003/4/15 平成11年〜平成19年緑のオアシス「夢見ヶ崎動物公園」 【平成15年4月15日】 市民生活 自然 幸

671 2003/5/15 平成11年〜平成19年新緑の川崎市緑化センター 【平成15年5月15日】 市民生活 自然 多摩

672 2003/6/15 平成11年〜平成19年生田緑地の豊かな自然 【平成15年6月15日】 自然 自然 多摩

674 2003/8/15 平成11年〜平成19年子ども夢パーク　オープン！ 【平成15年8月15日】 教育･こども 教育･こども 高津

679 2004/1/15 平成11年〜平成19年ミューザ川崎シンフォニーホール 【平成16年1月15日】 文化･スポーツ 市政 幸

680 2004/2/15 平成11年〜平成19年早春の日本民家園 【平成16年2月15日】 文化･スポーツ 自然 多摩

683 2004/5/15 平成11年〜平成19年市制８０周年記念　大川崎祭 【平成16年5月15日】 市政 市民生活 川崎

684 2004/6/15 平成11年〜平成19年魅力いっぱい岡本太郎美術館 【平成16年6月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

685 2004/7/15 平成11年〜平成19年ミューザ川崎シンフォニーホール 【平成16年7月15日】 文化･スポーツ 市政 幸

688 2004/10/15 平成11年〜平成19年２１世紀の本居宣長 展　-川崎市市民ミュージアム- 【平成16年10月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

690 2004/12/15 平成11年〜平成19年ＧＯＯＤ－ＢＹＥ　Ｊ２　川崎フロンターレ 【平成16年12月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

691 2005/1/15 平成11年〜平成19年川崎に新駅誕生「はるひ野駅」 【平成17年1月15日】 交通･ライフライン･港湾交通･ライフライン･港湾麻生

695 2005/5/15 平成11年〜平成19年かわさき　花めぐり 【平成17年5月15日】 自然 市民生活 宮前、多摩

696 2005/6/15 平成11年〜平成19年旧東海道を行く芭蕉ポケットパーク 【平成17年6月15日】 市民生活 文化･スポーツ 川崎

697 2005/7/15 平成11年〜平成19年開館１周年　ミューザ川崎シンフォニーホール 【平成17年7月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 幸

698 2005/8/15 平成11年〜平成19年「明日の神話」完成への道　展　岡本太郎美術館 【平成17年8月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 多摩

702 2005/12/15 平成11年〜平成19年かわさき　年の瀬 【平成17年12月15日】 市民生活 自然 川崎、宮前、多摩

704 2006/2/15 平成11年〜平成19年多摩川の魅力再発見 【平成18年2月15日】 自然 教育･こども 川崎

706 2006/4/15 平成11年〜平成19年カッパーク鷺沼　オープン 【平成18年4月15日】 市民生活 市政 宮前

707 2006/5/15 平成11年〜平成19年川崎マリエンに巨大ザメ！ 【平成18年5月15日】 交通･ライフライン･港湾市政 川崎

711 2006/9/15 平成11年〜平成19年スポーツのまち・かわさき　～ホームタウンスポーツ推進パートナーとの交流～ 【平成18年9月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原

712 2006/10/15 平成11年〜平成19年川崎駅西口に新スポット誕生！ 【平成18年10月15日】 経済･産業 経済･産業 幸

714 2006/12/15 平成11年〜平成19年登戸行政サービスコーナーオープン！ 【平成18年12月15日】 市政 市民生活 多摩

715 2007/1/15 平成11年〜平成19年アメリカンフットボールＷ杯に向けてカウントダウン！ 【平成19年1月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎、中原

716 2007/2/15 平成11年〜平成19年みんなで創る 音楽のまち・かわさき 【平成19年2月15日】 文化･スポーツ 文化･スポーツ 川崎

717 2007/3/15 平成11年〜平成19年藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム（仮称）開館プレイベントみんなのドラえもん展 【平成19年3月15日】文化･スポーツ 文化･スポーツ 中原


