
❶臨港地区
日時　１月５日㈮１０時～１１時半
場所　東扇島東公園多目的広場
　　　東扇島58‐1
　　　(荒天時 川崎マリエン体育館)

臨港消防署予防課
☎299-0119 299-0175

❷川崎地区
日時　１月１３日㈯
　　　１０時～１１時５０分
場所　川崎競輪場　富士見２-1-6

川崎消防署予防課
☎233-0119 223-2819

　消防車のパレードや
消防隊の一斉放水など
を行います。荒天時は
式典のみとなります。

区役所地域振興課☎201-3136 201-3209

かわさき区ビオラコンサート
日時　1月10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　L

ラ ・ カ ノ ー ル

aCanor（ソプラノアンサンブル）
曲目　早

そうしゅん

春賦
ふ

　ほか

　小田まちづくりクラブによる昔遊びが楽しめるお祭り
「小田新春お楽しみ大会」。小学生までの子どもを対
象に、たこ揚げ、かるた取り、紙ずもう、かご乗り、
羽根突き、紙芝居などを行います。
日時　1月5日㈮10時～11時半（雨天中止）
場所　小田球場（小田4-20-38）

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

　詐欺は多様化・悪
質化しています。 息
子や孫を装う他、区
役所職員を名乗り「保
険の還付金があるの
でATMで手続きをし
てください」などと、 
うその電話をかけて
現金を振り込ませるな
ど、その手口は巧妙
になっています。

その電話…詐欺かも！？

　アルコールは、“少量”でも脳の機能をまひさせるた
め、飲酒した後は、絶対に運転をしてはいけません。
たとえ自分が運転しなくても、飲酒を知りながら車
を貸したり同乗したりした場合も罰せられます。
　年末年始は、飲酒の機会が多くなりますので特に気をつけましょう。

飲酒運転は犯罪です
【酒酔い運転】

5年以下の懲役または100万円以下の罰金
【酒気帯び運転】

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

年末年始の準備で慌ただしい季節。詐欺による被害や交通事故が多い時期になります。
忙しい年の瀬だからこそ気を引き締めて、晴れ晴れとした年始を迎えましょう。

区役所危機管理担当☎201-3134 201-3209

少しの注意で被害がSTOP！

年末は特にご 用 心！

ハンドルキーパー運動
を実践しましょう 今日は僕が運転します！ 

見に行こう！ 消防出初式！

　飲食店などでお
酒を飲むときに、
あらかじめお酒を
飲まず仲間や家族
を自宅まで送り届
け る 人「ハ ンドル
キーパー」を決めて
おく運動です。

川崎区は
還付金詐欺が

多し！

飲んだら
運転しない！
させない！

●「携帯番号が変わった」と電話があったら、
　必ずいったん切り、前の電話番号にかけてみ
　ましょう
●普段から家族の間で合言葉を決めておきましょう
●「まさか自分が」とは思わず、知らない人から電話
　がかかってきたら振り込め詐欺を警戒しましょう
●ATMなどへ誘導されても、行かないようにしま
　しょう

少しでも疑問に思ったら、警察署に相談しましょう！
相談先　川崎警察署☎222-0110　川崎臨港警察署☎266-0110

振り込め詐欺　STOP1

飲酒運転STOP2

小田新春お楽しみ大会

区 版か わ さ き01 　　川崎区ホームページ  http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。
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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（川崎地下街アゼリア西広場）へ。平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時～17時☎244-1371
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7つのことばで、くやくしょからのおしらせをメールでおくります。 インターコムかわさきく 区役所企画課☎201-3296 201-3209

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
区役所地域支援担当☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査 16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
12月19日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204

［先着順］

1歳児
歯科健診 26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
随時、電話で
区役所地域支援担当
☎201-3157

（会場はいずれも区役所5階）1月の健診案内保健福祉
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
☎201-3212 201-3293

区役所地域支援担当

プレママ・ランチ会
　プレママ同士で料理を作り、楽しくラ
ンチをしませんか。妊娠期の食事や歯
のブラッシング法、出産後の手続きに
ついて学べます。 1月25日㈭9時半
～13時40分 区役所５階 第一子妊
娠中で安定期の15人 材料費実費。
三角巾、エプロン、布巾持参 12月
18日から直接か電話で。［先着順］　

＊川崎授産学園
☎201-3319 201-3293

区役所保育所等・地域連携

離乳食講座
　素材を生かす、そしゃくを促す、子ど
もが意欲的に食べるなど、成長に合わ
せた離乳食の進め方が学べます。
❶1月30日㈫10時半～11時15分❷2
月6日㈫11時15分～12時 ❶地域子
育て支援センターふじさき❷大島保育
園 ❶4カ月～8カ月の子どもと保護
者、10組❷9カ月～18カ月の子どもと
保 護 者、7組 ❶12月19日❷1月5日
から電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3213 201-3291

区役所高齢・障害課

統合失調症家族教室
　統合失調症の治療や家族の対応に
ついての講話と家族会の紹介などを
行います。 1月10日～1月24日の
水曜、10～12時、全3回 区役所7
階 統合失調症の家族がいる、全回
参加できる20人 12月18日から電
話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-3

☎233-6361 244-2347

教育文化会館

元気なシニア「歌ひろば」
　歌手 鳥

と や お

屋尾明
あきもり

盛氏によるボイスト
レーニングを通じて、健康づくりや仲
間づくりをしませんか。 1月17日㈬

10時～12時 教育文化会館 区内
在住でおおむね50歳以上の30人
12月19日10時から電話で。［先着順］ 
アラフィフのためのお役立ち講座

　50代男女それぞれが抱える悩みに
ついて学ぶ講座。 1月31日、2月14
日、28日、3月14日の水曜、10時～12
時、全4回 教育文化会館 区内在
住で50歳以上の20人 12月15日10
時から電話で。［先着順］
やまとなでしこ今昔（いまむかし）

　ジェンダーってなに？アニメなどから
ジェンダーについて考える講座。 2
月9日～3月9日の金曜、10時～12時、
全5回 教育文化会館 20人 12月
20日10時から直接、電話、FAX、HPで。

［先着順］
気功経絡体操入門

　元気な明日のために今から始めま
せんか。初心者向け講座。 2月6
日～3月6日の火曜、13時半～15時
半、全5回 教育文化会館 資料代
2,100円 区内在住の25人 1月14
日(必着)までに必須事項を記入しハガ
キで。［抽選］
人形劇で笑顔がいっぱいまちづくり

　人形の作り方から、劇の上演まで
学び、地域で活躍しませんか。 1
月23日～2月27日の火曜、10時～
12時、全6回。3月11日には初上演
も（希望制） 教育文化会館 材料費
500円 原則区内在住でおおむね50
歳以上の20人 12月19日10時から
直接か電話で。［先着順］
目で学ぶ人権！！

　漫画などを使って分かりやすく人権
について学びます。 1月13日、27
日、2月10日、24日、3月10日の土
曜、10時～12時、 全5回 教育文
化会館 20人 12月16日10時から
直接、電話、FAX、HPで。［先着順］
市民エンパワーメント研修
「開き読みのススメ～後編～」
　高齢者に絵本を読むこつなどについ
て学びます。初心者向け講座。 1
月17日、24日、2月7日、21日、3月
7日の水曜、10時～12時、全5回
教育文化会館他 20人 12月17日

10時から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

宮川病院公開講座
　骨粗しょう症や腰痛症の知識を身に
付ける公開講座です。講座の後には、
医師の測定、相談コーナーも。 2月
3日㈯14時～16時(開場：13時半） プ
ラザ大師 60人 1月9日10時から直
接か電話で。［先着順］
プラザ大師節分寄席

　喜
き

楽
らく

亭
てい

笑
しょうきち

吉氏ほか、4人による寄
席を開催します。 2月4日㈰13時半
～15時半 プラザ大師 100人 1
月6日10時からプラザ大師にて整理
券配布。（1人2枚まで）［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ　
　けん玉やコマ、おはじきなどで遊び
ませんか。 1月5日㈮10時～12時
プラザ田島 当日先着50人 100円。
新春　田島寄席

　地元の落語家 美
び

談
だん

亭
てい

ちぢれ氏など
による寄席です。 1月7日㈰14時
～15時半(開場：13時半) プラザ田
島 当日先着75人。

＊川崎授産学園
〒210-0846小田7-3-1
☎366-2475 272-6699

市消防防災指導公社

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法、自動体外式除細動器（Ａ
ＥＤ）の取り扱いを学びます。受講者に
は修了証が交付されます。 1月17
日㈬9時～12時 川崎消防署 30人

800円 1月4日から電話かFAXで。
（受付時間9時～16時半）［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0011富士見2-1-9
富士通スタジアム川崎内

☎070-1339-8121 276-9144

市スポーツ協会

冬のスポーツ教室
　❶さわやか健康ヨガ❷骨盤エクササ
イズ❸優しいピラティス ❶1月15日
～3月19日の月曜（2月12日を除く）9
時半～10時半、全9回❷1月15日～3
月19日の月曜（2月12日を除く）11時
～12時、全9回❸1月12日 ～3月23
日の金曜9時半～10時半、全11回
富士通スタジアム川崎かわＱホール
❶❷5,400円❸6,600円 中学生

を除く15歳以上、各35人 12月20日
（必着）までに必要事項を記入し往復
ハガキで。［先着順］

東海道かわさき宿交流館

日時　12月9日㈯14時から（開場：13時半）
場所　東海道かわさき宿交流館4階集会室
出演者　まつ乃家  栄太朗
定員　当日先着80人　入場料　1,500円

日時　12月20日㈬14時から（開場：13時半）
場所　東海道かわさき宿交流館4階集会室
出演者　前座　春

しゅんぷうてい

風亭　一
いちえん

猿
　　　　二ツ目　林家　たこ平
定員　当日先着80人　入場料　無料

　地域の身近な課題解決に向け、町内会・自治会、NPO法人、
市民活動団体、公益法人、企業などからの提案を募集します。
　提案を受けた事業を審査し、実施が決定した事業は平成30
年度に提案団体への委託により実施します。※詳細は区役所、
支所などで12月4日㈪から配布する募集案内か区ＨＰをご覧く
ださい。
募集期間　12月15日㈮～1月19日㈮
事業説明会　事業提案の募集に当たり、説明会を実施します。
参加を希望される場合は、前日までに電話で連絡してください。
日時・場所　12月19日㈫10時～12時、区役所7階会議室
　　 区役所企画課☎201-3267 201-3209

〒210-0001本町1-8-4　☎280-7321 280-7314
毎週月曜休館（月曜が祝日の場合は開館し、直後の平日が休館）

江戸時代の粋に遊ぶ その２9「お座敷遊び」

前座・二ツ目　お昼の落語

30年度いきいきかわさき区
提案事業の募集

　12月28日㈭19時をもって、区役所・支所・行政サービスコーナーに設置し
ている行政サービス端末を終了します。なお、各種証明書については、マ
イナンバーカードにより全国の主要なコンビニエンスストアで取得できます。
※お持ちの「かわさき市民カード」は、引き続き印鑑証明

書の交付に必要となります。

行政サービス端末の終了のお知らせ

区役所区民課☎201-3141 201-3290

まつ乃家  栄太朗

林家たこ平


