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街に出掛けて、多様な文化に触れませんか
スポーツの秋、芸術の秋、読書の秋といわれるように、秋は
何をするにも最適な季節です。
市内では１
０月、１
１月に日本最大級のハロウィーンイベント
「カワ

の金メダルを獲得しました。河合さんは、まさに川崎から生まれ
た世界のトップダンサーになりました。
川崎は、日本各地そして世界の国々からも多様な人々が集い、

わさきジャズ」
などが開催されるなど、街中で気軽に多様な文化
に触れることができます。
さらに最近は、ストリートカルチャーやエクストリームスポーツ
など若者文化が盛んな川崎に、うれしいお知らせが届きました。
１０月に開催されたブエノスアイレスユース五輪でダンススポーツ
競技のブレイキン
（ブレイクダンス）
で見事、河合来夢さんが２つ

街だと思います。
川崎市のブランドメッセージに「Colors,Future! いろいろっ
て、未来。
」
を掲げているのも、多様性が大きな可能性を生むと
信じているからです。
ぜひ、皆さまもこの秋、街に出掛けてさまざまな文化イベント
などを楽しみ、交流も深めていただければと願っております。

サキ ハロウィン」
をはじめ、伝統を継承した郷土色豊かな獅子舞
などの民俗芸能が各地で行われたり、
「かわさき市民祭り」
や
「か

川崎市長

福田 紀彦

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

044-200-3939

200-3900

8時〜21時
（年中無休）

発展してきました。また、異文化を取り入れるだけでなく、伝統
的な文化も混じり合って新しい文化を創り出してきたのが川崎の

（平成30年10月1日現在）
川崎市のデータ

人口：151万6,483人（前年同月比12,793人増） 世帯数：72万7,578世帯
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か わ さ き 市 政 だ よ り

かわさきの文化は カラフルで楽しい！
カ

ル

チ

ャ

ー

個性的で、さまざまな文化があふれる川崎市。多様性を受け入れる自由な風土が、
市民文化局オリンピック・パラリンピック

伝統文化も

新しい文化も 異文化交流も

受け継がれる思い

漫画や映画も芸術

市内には、民俗芸能など郷土色豊かな文化

多様な文化が共存

日本の公立美術館で初めて漫画分野を扱っ

川崎らしさを育んでいます。多彩な活動の中から、その一部を紹介します。
推進室☎ 200-0529 200-3599

若者文化も
新たなブーム到来

全国からの多くの転入者や、130以上の国

ブレイキン
（ブレイクダンス）
、ＭＣ
（司会進行

が受け継がれ、今なお地域の人々によって守

たのは、川崎市市民ミュージアム。開館30年

籍・地域の外国人市民がおり、市内には国内外

役）
、ＤＪ
（音楽を流す人）
などのヒップホップをは

られているものがあります。曲芸、獅子舞、囃

を迎える現在まで、漫画関連の収蔵品は６万点

のさまざまな文化が共存しています。かわさき

じめとする
「ストリートカルチャー」
や、スケート

子など、中には県や市の文化財に指定されて

以上にも及びます。また、市内には多数の映画

アジアンフェスタ・アジア交流音楽祭(4月)、は

ボード、ＢＭＸ
（20インチの特殊な自転車）
のよう

いるものも。市民俗芸能保存協会には約30の

館や日本唯一の映画単科大学もあり、
「映像の

いさいフェスタ(5月)、インターナショナル・フェ

な、ストリートカルチャーの要素もある
「エクスト

保存会などが加盟しており、毎年、発表会を

まち」
としても魅力を発信。市民による映画祭も

スティバル(7月)、かわさき阿波おどり(10月)、

リームスポーツ」
が、若者の人気を集めていま

開催
（31年は2月10日）
。各地域の個性的な文

毎年開催されています。形にこだわらず、身近

カワサキ ハロウィン(10月)、かわさきジャズ(11

す。これらには、さまざまな人種の人々から生

化を見ることができます。

に楽しめる文化が幅広く親しまれています。

月)など、１年を通して街がにぎわっています。

まれた歴史的背景があり、多様性や親和性を

はや

し

尊重する価値観も相まって、川崎らしい文化の
ひとつになっています。

Evenトt
イベン

インターナショナル ストリート
フェスティバル カワサキ 2018

イベントHP

世界レベルのトッププレーヤーたちが
集結するストリートカルチャーの祭典が、
川崎で初開催されます。最先端のスト
リートカルチャーを存分に楽しめます。
当日スケジュールなどの詳細はイベント
HPをご覧ください。
日程 11月25日
（日）
場所 ラ チッタデッラ
（川崎駅中央東
口徒歩5分）
内容
❶SUPER BREAK（スーパーブレイク）
ブレイキンの国際大会
❷GRAFFITI（グラフィティ）
有名アーティストによる路上ライブペイント
❸STREET GAMES（ストリートゲームズ）

SUPER BREAK

GRAFFITI

５種目のストリートカルチャー
（ブレイ
キン、スケートボード、ダブルダッチ、
ヒューマンビートボックス、BMXフ
ラットランド）
による異種混合団体戦
菅の獅子舞

文化財情報は かわさきの文化財

検索

KAWASAKIしんゆり映画祭

文化芸術情報は かわさきアートニュース

検索

❹ROCK’
S CUP（ロックスカップ）

アジア交流音楽祭

イベント情報は かわさきイベントアプリ

5月に市内で開催された
世界ユースブレイキン選手権

検索

※区役所などでも冊子を配布中

n
Colum
コラム

いま最注目のブレイキンとは

ストリートカルチャーの中でも特に注目されているのが、今年からユース五輪 (15 ～
18 歳を対象とした国際総合競技大会 ) の正式種目になった「ブレイキン」
。基本を知って、
川崎の若者文化を一緒に楽しみませんか。

ニューヨーク生まれの
ダンススタイル

全身を使って回ったり

年代のニューヨーク。Bボー

跳ねたり、さまざまな要

イ・Bガールと呼ばれるダン

素を組み合わせた一連

サーたちが、ヒップホップ

の動きをムーブと呼び、

の楽曲に合わせてアクロバ

ダンサーたちが自由に

ティックに踊るのが特徴。

個性を表現します。

相手のダンサーと交互に踊り、技能、多様性、

イン

世界へ羽ばた
河合 来夢さん

リズムに合わせて
繰り出される技の数々

ブレイキンの発祥は1970

ダンスバトルで技を披露

rvieーw
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川崎はブレイキンの聖地！？

市内のダンススタジオにて

世界最大規模のダンスバトルで、川崎が拠

創造性、個性など、さまざまな基準で勝敗を決

点のグループ
「The Floorriorz
（ザ・フローリアー

めます。チーム

ズ）
」が、 昨 年、

戦と個人戦があ

史上初の３連覇

り、大会によっ

を 達 成。 川 崎

てルールは異な

が世界から注目

ります。

される街に。

ダイナミックな技がカッコイイ！
私がブレイキンを始めたのは5歳の時。家の近くに
ダンススタジオがあり、母の勧めもあって通い始めま
した。10歳の時に出たダンスバトルの大会で負けた
ことが悔しくて、
「もっと上手になりたい」
と、どんどん
ダンスにのめり込んでいきました。

くBガール

キッズランニングバイクレース

STREET GAMES

ROCK’S CUP

10月にアルゼンチン・ブエノスアイレスで開催されたユース五輪で、見事
ブレイキンの女子個人戦・男女混合戦で２つの金メダルを獲得した河合 来夢
さん（県立百合丘高校２年。ダンサーネームはRam ＝表紙写真他）。ブレイ
キンの魅力やダンスに懸ける思いを聞きました。

Present...

ダンスにもいろいろな種類があり

キンの聖地」
といわれるほど、トップレベルのダンサー

ますが、そのほとんどが立って踊っ

たちが集まる場所。世界最高峰の大会で３連覇を果

ているのに対して、ブレイキンはフ

たした
「ザ・フローリアーズ」
の拠点も川崎です。私も

ロアに手をついたり、頭や背中や肩

去年の４月に正式にメンバーとなって、今は、憧れの

を軸にして回転したり、１カ所で体を

人たちと一緒に踊っています。ダンスバトルは即興が

❶河合 来夢さん

支えて動きを止めたりと、多彩な技

基本ですし、緊張することもあるけれど、私にとって

サイン色紙

が飛び出します。ダイナミックで迫

ブレイキンは
「自分自身」
を表現すること。これからも、

3人

力満点なので、そこが大きな魅力で

私の持ち味であるパワフルさや気持ちを前面に出す

す。体のあちこちに、あざをつくっ

ダンスに、もっと磨きをかけていきたいです。

て痛い思いをしても、技ができた時

最近は、ブレイ

には、他では得られない達成感があ

キンのイベントなど

ります。皆さんの中には、少し怖い

に参加するうちに、

イメージを持っている人もいるかも

音楽やＤＪのような

しれませんが、本気で取り組んでい

他のストリートカル

る人たちのダンスは本当にカッコイ

チャーにも興味を

イですよ。

持つようになりまし

ブレイキンは「自分自身」
れていて、BボーイやBガールも増えてきたなと思い

知ってもらえたらう

ます。実は人見知りの私も、ダンスを通して、たくさ

れしいです。

（1,000円券）
5人
（11月1日号と記入）
②氏名③住所④年
齢⑤良かった記事とその理由⑥区版への
意見⑦希望するプレゼントの番号を記入
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 [抽選]

人に、ストリートカ
ルチャーの魅力を

❷図書カード

11月30日
（必着）
までに、①読んだ号

た。もっと多くの

最近は毎週のように各地でダンスバトルが開催さ

んの人との出会いがありました。特に川崎は
「ブレイ

JDSF

読者アンケート＆
プレゼント

※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

ユース五輪で笑顔の金メダル

