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　2月初旬から、歩行者と自転車の分離・路上駐輪場整備を目的とした新川通り通
行環境整備工事を開始します。
　これに伴い、1月31日から新川通り駐輪場（第4施設）を段階的に一時閉鎖して
道路工事を行い、時間利用の駐輪場として順次開設します。工事期間中は、12
月1日開設の駐輪場（第11施設）など近隣の駐輪場をご利用ください。
通行環境整備工事…建設緑政局自転車利活用推進室☎200-2828 200-

3979
駐輪場利用…川崎市ビルメンテナンス業協同組合・サイカパーキング共同体

0120-80-3795 874-0052

　年末年始は事故の起こりやすい時期。特に「ながら運転」は危険
で、法令でも禁止されています。思わぬ事故の原因になりますの
で、絶対にやめましょう。

　消防ヘリコプター・消防車・救急車のパ
レード、消防団員による一斉放水などを
披露します。※荒天時は式典のみ
臨港地区
日時　1月8日㈫10時～11時45分 
場所　東扇島外貿地区岸壁
荒天時は川崎マリエン体育館
※場所の詳細はお問い合わせください 

臨港消防署予防課☎299-0119
299-0175
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）

川崎消防署予防課☎223-0119
223-2819

いきいきかわさき区提案事業の募集

川崎駅東口 新川通りの
歩道が生まれ変わります！

川崎駅東口
バスターミナル

銀柳街

新
川
通
り

市
役
所
通
り

工事予定期間

31年2月～7月
31年度中
31年度～32年度

　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31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3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3日～1月15日

区役所企画課
☎201-3267 201-3209

61kikaku@city.kawasaki.jp

消防出初式！

30年度に委託された
提案事業はこちら

問い合わせ・相談を
随時受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

見に行こう！

駐輪場
（第11施設）
12/1オープン

整備後（イメージ）

整備前

自転車の
ながら運転

小土呂橋
交差点

駐輪場を
自転車レーンと
車道の境に整備 

通行場所を
路面塗り分けで明示

柔軟素材の
柵を設置

歩行者と自転車を分離

駐輪場（第4施設）
1/31から一時閉鎖
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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

15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18日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

1歳児
歯科
健診

25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
☎201-3212

（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
☎201-3214 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。三角巾、エプ
ロン、布巾持参。 １月24日㈭9時
半～13時40分 区役所５階 第1子
妊娠中の15人 食材料実費 12月
17日から直接か電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎ 各記事に記載

区役所保育所等・地域連携

食育・離乳食講座
　子どもの成長に合わせた離乳食の
進め方やレシピのヒント、「食事やおや
つについて」などが学べます。 ❶1
月28日㈪10時15分～11時❷1月30
日㈬10時半～11時15分❸2月5日㈫
11時15分～12時 ❶東小田保育園
❷地域子育て支援センターふじさき
❸大島・大島乳児保育園 ❶1歳0カ
月～1歳11カ月の子どもと保護者7組
❷5～8カ月の子どもと保護者10組❸
1歳0カ月～就学前の子どもと保護者
10組 12月19日から電話かFAX

（参加日を記入）で区役所保育所等・
地域連携☎201-3319 201-3293 

［先着順］
ジョイフルサタデー小田さくら

　土曜のひとときを家族みんなで楽し
く過ごしませんか。 1月12日㈯9時
半～12時 小田さくら保育園 就学
前の子どもと保護者、これからパパ・
ママになる人 小田さくら保育園☎
280-7922 280-7942

＊川崎授産学園
☎322-1978 322-1994

田島支所地区支援担当

地域で幸せ孫育て
　孫育てのヒントが学べる講座とリフ

レッシュできる体操講座。 1月10日、
17日の木曜、9時半～11時半、全2
回 田島支所3階 区内在住30人
12月17日から直接、電話、FAXで。

［先着順］

＊川崎授産学園
〒210-0001本町1-8-4
☎280-7321 280-7314

東海道かわさき宿交流館

お昼の落語
　出演：初

は つ ね

音家
や

左
さ

橋
きょう

。 12月19日
㈬14時（開場13時
半） 東海道かわさ
き宿交流館4階集
会室 1,000円
当日先着１００人。

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

川崎の風景を残そう
　写真撮影を通して地域で仲間をつく
り、サークルを立ち上げましょう。写
真展も行います。初心者歓迎。一眼
レフカメラかミラーレスカメラ持参。

1月18日 ～2月22日 の 金 曜、10
時～12時、全6回 教育文化会館他

区内在住・在勤の50歳以上20人
12月18日10時から直接、電話、区
HPで。［先着順］
人生100年を楽しく！

　元気で長寿を楽しむために、食生
活の見直しと負担の少ない運動で健
康づくりを始めましょう。 2月8日～
3月8日の金曜、10時～12時（2月15
日、22日は13時まで）、全5回 教
育文化会館 25人 3,000円 1月
16日（必着）までにハガキで。［抽選］
マンガから学ぶ人権

　東京都人権プラザ企画展「読む人権 
じんけんのほん いま読みたい じんけ
んマンガ50」を基に人権について学び
ます。 1月26日～2月23日の土曜、
10時～12時、全5回 教育文化会館

20人 12月22日10時から直接、
電話、区HPで。［先着順］

俳句の魅力を知ろう
　初心者にも分かりやすい俳句体験講
座。句会も行います。 1月23日～2月
20日の水曜、14時～16時、全5回 教
育文化会館 20人 2,000円 12月
21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

市民自主企画事業 大師道を巡る
　大

だ い し み ち

師道の歴史を学びながら楽しく歩
きましょう。動きやすい服装でタオル、
飲み物持参。 1月10日㈭9時半～
12時 東海道かわさき宿交流館1階

25人 40円 12月15日10時から
直接。［先着順］
シニアの社会参加支援事業　
笑いで元気・長生き

　病気を防ぎ、快適に動く体づくりを
笑いの体操で学びましょう。動きやす
い服装でタオル、飲み物持参。 1
月11日～2月8日の金曜、14時～16
時、全5回 プラザ大師 50歳以上
30人 100円 12月15日10時から
直接。［先着順］

＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

まちの音楽家たちのミニコンサート
　歌謡デュオ「しんことそのみ」による
昭和歌謡ショー。 12月22日㈯14
時～15時（開場13時半） プラザ田
島 当日先着65人。
元気！ 健康カフェ

　社会人落語家喜
き ら く て い

楽亭笑
しょうきち

吉のはなし
と昔ながらの正月遊び。 1月11日

㈮10時～12時（開場9時半） プラザ
田島 100円 当日先着65人。

＊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
◎骨盤調整ヨガ… 1月8日～3月19
日の火曜、11時～12時、全11回
6,600円。
◎優しいピラティス… 1月11日～3
月15日の金曜、9時半～10時半、全
10回 6,000円。
　 富士通スタジアム川崎かわQホー
ル 中学生を除く15歳以上、各35人

12月20日(必着)までに往復ハガキで。
［抽選］

＊川崎授産学園
☎246-5500 211-8741

福祉パルかわさき

福祉パルかわさきの移転
　福祉パルかわさき（社会福祉法人川
崎区社会福祉協議会）が、2月25日㈪
から読売川崎富士見ビル（富士見1-6
－3）に移転します。

＊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

（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。 1
月16日㈬9時～12時 川崎消防署
30人 800円 12月25日9時 から
電話で。［先着順］

　小田まちづくりクラブが、未就学児などを対象に、たこ揚
げ・だるま落とし・羽根突きなど昔遊びを楽しめるお祭りを開
催します。
日時　1月7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

小田
新春お楽しみ大会 かわさき区ビオラコンサート

日時　12月19日㈬12時10分～12時50分
場所　大師支所2階会議室
出演　加藤 桜子（ソプラノ）、赤松 美紀（ピアノ）
曲目　Ave Maria、ノクターン　他

日時　 1月9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　中野 亜維里（ソプラノ）、川添 文（ピアノ）
曲目　 私のお父様（プッチーニ）、アレルヤ（モー

ツァルト）　他

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

定例コンサート

出張コンサート
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