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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。

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

消防出初式を見に行こう
　消防ヘリコプターや消防車の
パレード、消防隊の一斉放水な
どを披露します。荒天時は式典
のみ行います。
1 臨港地区

日時　1月7日㈭10時〜11時半
場所　東扇島東公園多目的広場

（東扇島58）※荒天時…川崎マリ
エン体育館

臨港消防署予防課☎299-0119、 299-0175
2 川崎地区

日時　1月9日㈯10時〜11時50分
場所　川崎競輪場（富士見2-1-6）※荒天時…川崎競輪場西スタンド2階

川崎消防署予防課☎223-0119、 223-2819

「防災は あなたの心の
備えから」

　川崎区は、交通事故の発生件数が市内で最も多い地域です。事故の特徴は、自転車に関
係する事故が多いこと、高齢者に関係する事故が増えていることが挙げられます。
　年末年始は事故や犯罪が発生しやすい時期です。一人ひとりが安全に対する意識を持ち、
安全に過ごしましょう。

区役所危機管理担当☎201-3134、 201-3209
　田島支所区民センター☎322-1968、 322-1991

自転車事故に
気を付けよう！

高齢者の事故が増えているぞ！

　6月1日に改正道路交通
法が施行され、自転車運転
中に危険行為を繰り返し
た人に対し、「自転車運転
者講習」の受講が義務付け
られました。飲酒運転や信
号無視、通行禁止違反（一
方通行道路の逆走など）の
他、傘さし運転、自転車運

転中の携帯電話の操作、ヘッドホン・イヤホン
の使用なども危険行為になります。
　自転車事故を起こさないためには、交通ルー
ルを守り、「自転車も安全運転」という意識を徹
底することが大切です。

　高齢者の交通事故のほとんどは自
宅周辺で起きています。いつも通っ
ている道や、よく知っている場所も
気を付けましょう。
　区では警察や交通安全協会などと
連携し、子どもや高齢者など対象に

合わせた内容で交通安全教室を開催しています。開
催希望やお問い合わせは区役所危機管理担当まで。

自転車安全
利用５則を

知っているかい
　自転車も乗れば車の仲間です。
交通ルールを順守しましょう。

・自転車は車道が原則。歩道は例外
・車道は左側を通行
・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
・安全ルールを守る
・子どもはヘルメットを着用

　　　　9月末現在、ことしの区内の振り込め詐欺発
生状況は、16件で約7,500万円の被害となっており、
被害件数、被害額ともに増加しています。「自分は大
丈夫」という甘い気持ちに犯人は付け込んでくるので、
常に警戒することが必要です。

息子や孫から「お金を貸してくれ」
証券会社などから「名前を貸してくれ」
役所などから「医療費の還付をATMで受けられる」

これらの
電話は全て
詐欺です !

⇒

　飲酒運転は、ひき逃げ事件な
どの重大事件を誘発する危険な
犯罪行為です。アルコールの影響で運動機能
が低下し、交通事故を起こした場合に死亡事
故などの深刻な結果を招きます。ハンドルキー
パー運動を実践しましょう。

◦酒 酔 い 運 転

◦酒気帯び運転

※飲酒運転ほう助も同等の罰則を受けるこ
　ととなります

5年以下の懲役または100万
円以下の罰金
3年以下の懲役または50万
円以下の罰金

飲酒運転
は

ゼッタイに
ダメ！

年末・年始を安全に
僕の名前は、仮面ウォーカー タージマン!

交通安全を守るために、
はるかタージ星からやってきたんだ。

正義感が強く、曲がったことが
嫌いだけど、気は優しいぞ。

さぁ、区内の交通安全イベントで
僕と握手!!

タージマン参上！

まだまだ多いぞ。振り込め詐欺！

タージマンは、区職員が手作りした
交通安全教育ヒーローです
名前は「田島地区」に由来しています



区 版 かわさき2015年（平成27年）　12月1日号　No.1126ここからかわさき区版です 02

6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。 区役所企画課☎201-3296、 201-3209インターコムかわさきく

日程 時間 対象 定員 場所

❶12月15日㈫
10時～
11時半

４～６カ月頃の子ども
の保護者

40人 区役所
５階

当日直接。
区役所地域
保健福祉課
☎201-3212

［先着順］
❷１月12日㈫ ７～10カ月頃の子ども

の保護者

❸１月26日㈫ 11時半～
12時半

９～18カ月の子どもと
保護者 ７組 大島

保育園
❸12月22日から
❹１月７日から
電話で。区役所
こども支援室
☎201-3331

［先着順］
❹２月４日㈭ 10時半～

11時半
５～８カ月の子どもと
保護者 10組 東小田

保育園

　区内の小学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、12月11
日～25日にアゼリア広報コーナー（新川通り側）で展示を行います（12月18日に
一部展示作品を入れ替え予定）。

区役所企画課☎201-3101、 201-3209

　地域の身近な課題解決に向け、市民団体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を、提案団体に委託します。
※詳細は区役所、大師・田島支所などで配布する募集案内か、区ホームページ
をご覧ください
募集期間　12月15日～１月22日
　事業相談会…事業提案の募集に当たり、説明会を開催します。
　日時・場所　12月16日㈬15時半～17時、区役所７階会議室
　※参加を希望する人は前日までにご連絡ください

区役所企画課☎201-3267、 201-3209

離乳食講座～素材の味を生かした薄味を～

浅田小学校
（5年）
陶山健太郎さん

浅田小学校（5年）
菅 梨帆さん

渡田小学校（6年）
落合双葉さん

28年度いきいきかわさき区提案事業の募集

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

HIV
即日検査

❶5日㈫
❷19日㈫

8時45分～
10時5分

匿名で受けられます。感
染の可能性があるときか
ら3カ月経過した各12人

無料
❶❷12月22
日から電話で
☎201-3212

［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

❶13日㈬
❷29日㈮

9時～
9時15分

生活習慣病予防に関連
した検査、保健指導、
運動体験。両日参加で
きる区内在住の18～39
歳の25人

1,650
円

12月15日
から電話で
☎201-3216

［先着順］

1歳児
歯科健診 22日㈮ 8時45分

～10時
1歳3カ月未満で歯が生
えている区内在住の乳
幼児

無料 随時、電話で
☎201-3212

健康相談
月～金曜

（祝日は
除く）

9時～12時、
13時～
16時半

専門職による健康・禁煙
などに関する相談。区内
在住の人（家族でも可）

無料 随時、電話で
☎201-3216

※3カ月・1歳6カ月・3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせします
区役所児童家庭課☎201-3214、 201-3293

区役所地域保健福祉課 201-3291
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
☎201-3216、 201-3291

区役所地域保健福祉課

地域包括ケアシステムの構築に向け
て認知症を理解し共に暮らすために

　認知症の人を介護する家族の相談
や交流をする会。❶家族介護者の体
験談…1月15日㈮10時～11時45分、
50人❷医師などによるパネルディス
カッション…2月3日㈬9時半～11時
半、100人。いずれも区役所７階で。

12月15日から電話かFAXで。［先
着順］

＊川崎授産学園
☎201-3213、 201-3293

区役所高齢・障害課

一般精神保健講座
　大切な存在を亡くした悲しみを乗り
越えるための講話。12月22日㈫14
時～16時。区役所７階会議室で。

12月15日から電話で。［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

ボイストレーニングと懐かしの
スクリーンミュージック

　懐かしい映画音楽をみんなで一緒
に歌います。全身ストレッチや発声練
習なども。２月８日～３月14日の月曜

（2月15日を除く）、13時 半 ～15時
半、全５回。講師：杉山いち子氏（ボ
イストレーナー）。教育文化会館で。
30人。受講料など2,500円。 １月
15日（必着）までにハガキで。［抽選］

＊川崎授産学園
☎333-9120、 333-9770

プラザ田島

親子向けお楽しみ会
「マジックショー」
　小さな子どもから大人まで楽しめ
るマジックショーを開催します。今回
披露する内容はクリスマスの特別バ

ージョンです。 出演：スヤマテルコ。
12月23日㈷14時～15時（開場13時
半）。プラザ田島で。当日先着80人。

＊川崎授産学園
☎266-3550、 266-3554

プラザ大師

市民エンパワーメント研修
「読み聞かせの世界を広げよう!」
　おはなしボランティアで活動中の
人を対象としたブラッシュアップ研修
です。子どもが興味を持つような工
夫などを学びます。保育あり（保育料
900円）。２月２日～３月１日の火曜。
10時～12時。全５回。プラザ大師で。
20人。材料費実費。 １月７日10時
から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎200-2605、 200-3923

環境局減量推進課

生ごみリサイクル相談会の開催
　生ごみリサイクルに取り組みたい人
や、うまくいかずに困っている人の疑
問に答える相談会を開催します。12
月15日㈫９時半～12時。大師支所１
階ロビーで。当日直接。

＊川崎授産学園
〒210-0846小田7-3-1

☎366-2475、 366-0033

市消防防災指導公社

普通救命講習会
　心肺蘇生法、自動体外式除細動器

（AED）の取り扱い方法などの講義と
実習。１月30日㈯９時～12時。臨港
消防署で。30人。 １月12日9時か
ら直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎222-4416、 244-5094

サンピアンかわさき

ビジネスマナー講座
　あいさつ、名刺交換、電話対応、
言葉遣いなどのビジネスマナーの基
本知識や動作を学びます。１月23日
㈯13時半～16時半。サンピアンか
わさき（労働会館）で。40人。 12
月15日から直接、電話、FAXで。［先
着順］

最優秀賞 優秀賞

優秀賞

区役所地域振興課
☎201-3127、 201-3209

日時　1月6日㈬12時10分～12時50分
場所　市役所第3庁舎1階ロビー
内容　大滝俊（＝写真）によるピアノソロコンサート
曲目　「アルハンブラの想い出」「アストゥーリアス」「ハン

ガリー狂詩曲第６番」他

かわさき区ビオラコンサート～1月定例コンサート～

第６期区民会議公募委員を募集
みんなの力で暮らしやすいまちへ

募集人数・任期　４人程度、28年４月１日から２年間
開催頻度　全体会議…年間４回程度、専門部会…６回程度
応募資格　28年４月１日現在18歳以上で、区内在住・在勤・在学か区内

で地域活動をしている人（市附属機関などの公募委員は応募
できません）

1月10日（必着）までに申込書と小論文「あなたが考える川崎区の魅
力と地域の課題」（800字程度、書式自由）を直接か郵送で〒210-8570
川崎区役所企画課☎201-3296、 201-3209。［選考］
※申込書は同課で配布中。区ホームページからもダウンロードできます

詳細は 川崎区　区民会議

入賞作品決まる
地球環境問題啓発ポスターコンクール


