
カルッツかわさき（スポーツ・文化総合センター）
スポーツ教室・講座（第1期：4月～6月）参加者募集

迷惑いっぱい・危険もいっぱい！

小田栄駅前駐輪場をリニューアルします

　自転車は便利で環境に優しい乗り物ですが、
道路などに放置されると、歩道や点字ブロック
をふさいだり、災害時などの救急・消防活動の
支障となったりするなど、通行の妨げ
となるため大変危険です。
　自転車は必ず駐輪場か自宅の
敷地内に止めましょう。

区役所道路公園センター管理課
☎２１１-４２１４ ２４６-４９０９

　4月からの参加者を募集します。他の講座などもありますので詳細は
区役所などで配布するチラシか施設HPをご覧ください。

2月10日から25日（必着）までに施設HPまたは往復ハガキに教室
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を記入し、〒210-0011富士見1-1-4カルッツかわ
さき定期コース募集係☎222-5211 222-5122［抽選］

かわさき区ビオラコンサートｉｎ田島支所 かわさき区ビオラコンサート かわさき区ビオラコンサートｉｎキングスカイフロント
日時　2月21日㈬12時10
分～12時50分
場所　田島支所３階会議室
出演　Ｃ

ク ラ

ｌａ☆Ｄ
デ ュ オ

ｕＯ（クラリ
ネットアンサンブル） 
曲目　早

そうしゅん

春賦
ふ

ほか

日時　3月7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　土

ど い

居理
みち

子
こ

 （ピアノソロ）
曲目　テンペストほか

日時　3月12日 ㈪12時10分 ～12時
50分
場所　LiSE（川崎生命科学・環境研究
センター）（殿町3-25-13）1階　会議室
出演　文

ふみなし

梨衛
まもる

カルテット
曲目　Isn't She Lovelyほか

区役所地域振興課
☎201-3127 201-3209

教室名 日程 曜日 時間 回数 定員
かんたんエアロ 4月5日～ 木 12:40～13:40 10回 16歳以上30人

かんたんピラティス 4月6日～ 金 10:20～11:20 10回 16歳以上40人
※定員に満たない場合は3月18日10時から直接受け付け
※日程には祝日を含みません

放置禁止区域（小田栄駅周辺）
放置禁止区域（浜川崎駅周辺）
自転車等駐車場

至  尻手 小田栄駅（浜川崎方面）

小田栄駅（尻手方面）

小田栄1

小田栄町

小田栄駅周辺
自転車等駐車場
第1施設

　小田栄駅周辺の放置禁止区域指定に合わせ
て、駅前の駐輪場をリニューアルします。
　自転車ラックを設置し収容台数を増やすとと
もに、市営の有料駐輪場として安全な管理を行
います。

利用料金	 1日１回　１００円
	 （原付バイク１５０円）
オープン日	 ３月１日

「南武支線・小田栄駅」周辺の道路等を
放置禁止区域に指定します。

区域内の放置自転車は市の車両
が巡回し、即時撤去します。

川崎ブレイブサンダース ホームゲーム区民招待
　プロバスケットボールリーグ『Ｂリーグ』で活躍する川崎ブレイブサンダース
のホームゲームに招待します。
日時　３月９日㈮１９時５分試合開始、３月１０日㈯１６時５分試合開始　
対戦　いずれも西宮ストークス　場所　とどろきアリーナ　対象　各日区内
在住の１００組２００人。座席は２階スタンド自由。

２月28日（必着）までに往復ハガキに①氏名・ふりがな②
住所③電話番号④希望日⑤観戦人数を記入して〒210-
0024日進町7-1川崎日進町ビルTBLSサービス㈱バスケッ
トボール事業部川崎区民招待受付担当か、応募用HP、
QRコードで［抽選］。結果は3月６日までに連絡。

区役所地域振興課☎201-3231 201-3209
※中学生以下は保護者と来場 応募用QRコード▶

放置禁止区域（小田栄駅周辺）
放置禁止区域（浜川崎駅周辺）
自転車等駐車場

至  尻手 小田栄駅（浜川崎方面）

小田栄駅（尻手方面）

小田栄1

小田栄町

小田栄駅周辺
自転車等駐車場
第1施設

小田栄駅周辺放置禁止区域

なくそう！ 放置自転車３月１日
から
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川崎行政サービスコーナーは、移転準備のため２月16日㈮は、終日休業します。 川崎行政サービスコーナー☎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

❶6日㈫
❷20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20日❷3月6日
から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着
順］

1歳児
歯科健診 23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）3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
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　お茶を楽しみ、健康運動指導士清
水京子氏による元気になる体操を行
います。 3月2日㈮10時～12時 プ
ラザ田島 当日先着40人 100円

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347
教育文化会館

第39回教文まつり
　教育文化会館で活動しているサー
クルが、日頃の活動成果を披露しま
す。 ❶書道や俳句の作品展示…2

月27日 ～3月4日10時 ～16時（27日
は13時～16時）、❷歌や踊りの舞台
発表…3月4日12時半～17時❸お抹
茶席…3月4日11時～ いずれも教
育文化会館 ❸のみお茶・お菓子代
200円。

＊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、産後の手続
きについて学べます。 3月22日㈭9
時半～13時40分 区役所５階栄養室
他 第１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 ２月15日から直接か電話で。

［先着順］

＊川崎授産学園
☎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

（ＡＥＤ）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。 3月
14日㈬13時半～16時半 川崎消防
署 30人 800円 2月28日から電
話かFAXで。（受付時間9時～16時半）

［先着順］

東海道かわさき宿交流館

日時　2月17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　粟

あ わ や あ き お

谷明生（喜多流）　
定員　当日先着80人　入場料　1,500円

〒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３０「能楽」

川崎区在宅療養推進協議会主催
第8回川崎「医療・介護公開セミナー」

社会教育委員会議専門部会委員の募集

川崎行政サービスコーナーがＪＲ川崎駅北口に移転します

入賞作品決定～地球環境問題啓発ポスターコンクール

　区内の医師、歯科医師、看護師、薬剤師、地域包括支援センター職員、
介護支援専門員などが高齢者や障害者などのより良い暮らしを支えるため
の事例検討や相談会を実施します。16時半から血管年齢や骨密度の測定、
18時から市立川崎病院リハビリテーション科部長・医師阿

あ べ

部玲
れ お ん

音氏による「誤
ご

嚥
えん

性肺炎って知っていますか？─ならないための方法─」の講演を行います。
どなたでも参加できます、ぜひお越しください。
日時　2月15日㈭16時半～19時半
場所　ライフコミューン川崎（藤崎３－６－１）

区役所地域ケア推進担当☎201-3210 201-3293

　今後の教育文化会館の各種事業の企画実施について調査審議します。
資格　申し込み時に20歳以上で、市内在住1年以上の区民（市の附属機
関の委員、市職員を除く）
募集人数・任期　1人、5月1日からおおむね2年間
選考方法　書類審査（4月下旬までに応募者全員に結果を通知します。）

2月28日（消印有効）までに応募用紙に必要事項を記入し、小論文
（2,000字程度、テーマは「教育文化会館の地域における役割について」。
書式自由）を添えて、直接か郵送で〒２１０-８５７７教育委員会生涯学習推進
課☎200-3303 200-3950。［選考］。※応募用紙は区役所などで配布
中。市ＨＰからもダウンロードできます

　かわさき きたテラス（川崎駅北口行政サービス
施設）を2月17日㈯に開設します。これに伴い、ア
ゼリア地下街にある川崎行政サービスコーナー、
市バス川崎乗車券発売所、観光案内所を本施設
に移転します。また、移転準備のため、2月16日
㈮は終日休業します。ご迷惑をおかけしますが、
ご了承ください。

　区内小学５・６年生を対象とした地球環境問題啓発ポスターコンクールの
最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作２７点が決まりました。入賞作品は、２月
16日～22日にイトーヨーカドー川崎店に展示します。入賞者は区民会議
フォーラムで表彰します。

区役所企画課☎201-3101 201-3209

渡田小学校（6年）
植木 友菜さん

かわさき きたテラスの各業務の営業時間は次の通りです。
（オープン初日のみ10時からの営業予定です）

市民文化局区政推進課
☎200-2459 200-3800

業務 営　業　時　間
行政サービス

コーナー
平日：7時半～19時　土日祝：9時～17時
※新たに祝日も営業します

市バス乗車券
発売所

平日：7時半～20時　土日祝：9時～17時
※日曜祝日の営業時間を延長します

観光案内所 平日：9時～20時　土日祝：9時～19時

14時～14時半 区民会議からの審議・取り組み状況報告
14時40分～15時 地球環境問題啓発ポスターコンクール表彰式
15時10分～15時30分 ミニコンサート

　地域課題の解決に向けて調査審議を行う区民会議。28年4月にスター
トした第６期の活動報告を行います。
日時　２月２４日㈯14時～16時（開場13時半）
場所　市役所第4庁舎　定員　当日先着100人

区民会議フォーラムを開催します

川崎小学校（5年）
新庄 祐さん

優秀賞 優秀賞

渡田小学校（6年）
葛西 真友さん

最優秀賞

　自分たちの活動の楽しさを伝える、チラシ作りのこつを学びます。
日時　3月5日㈪14時～17時　場所　区役所7階会議室
講師　小山均氏（市メディアコーディネータ）
対象・定員　区内で市民活動を行っている人・30人

2月15日から直接か電話で。［先着順］
区役所地域振興課☎201-3136 201-3209

参加
無料
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