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新型コロナウイルス感染症の影響で、自転車通勤に注目が集まっています。
自転車は環境にやさしく、健康増進にもつながる乗り物ですが、一方で交通事故のリスクも高まります。
「新しい生活様式」で自転車の利用が注目されている今だからこそ、自転車のルールやマナーについて考えてみませんか。
区役所危機管理担当☎201-3134 201-3209

3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金刑罰

川崎駅東口周辺における自転車の通行方法

自転車の交通ルールとマナー

タージマン
（区交通安全普及ヒーロー）

事故に遭わない、起こさないための自転車安全利用５則
自転車は車道が原則、歩道は例外①道路交通法上、自転車は軽車両です。歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
※13歳未満の子ども、70歳以上または体の不自由な人が運転する場合などは通行可能です

車道は左側を通行②自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行③

④

⑤

歩道では、すぐ停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

子どもはヘルメットを着用
　保護者が幼児(6歳未満)を自転車に同乗させる場合、また13歳未満の子どもが自分で自転車
を運転する場合は、ヘルメットを着用しましょう。

安全ルールを守る
　ながら運転、飲酒運転や夜間の無灯火運転、２人乗り運転(幼
児は例外あり)は禁止です。「並進可」の標識がある場所以外で2
台以上が並んで走ることも禁止です。

さまざまな人に配慮した安全で快適な歩行空間
を確保するため、川崎駅前周辺は押し歩きエリアに指定されています。次
のエリアでは自転車を降り、押して通行しましょう。

市役所通りと新川通りの歩道では自転車の
通行位置が指定されています。自転車の通行位置も歩道の一部のため、歩
行者が優先です。自転車で通行する際は、徐行して安全に通行しましょう。

　自転車保険の金銭的補償だけで被害者が救われるわけではありません。
事故を起こさないことが第一ですので、安全な自転車利用を心がけましょう。 自転車押し歩きエリア

川崎駅東口

市
役
所
通
り

新
川
通
り

川崎駅前南 川崎駅前東 京急川崎駅前

DICEMORE’S

自転車保険に入っていますか？
　神奈川県内で自転車を利用する人
は自転車保険の加入が義務となってい
ます。自転車事故による賠償は１億円
近くになることもあります。
自転車保険に入るには・・・
□保険会社へ直接申し込む(インターネットなど)
□自転車保険を取り扱うコンビニや自転車販売店で申し込む
※自動車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカードの特約で付帯で
きる場合もあります

1億円 ズ
ズ
ズ
ズ
…

知らないでは済まされない！
　自転車は、一部の例外を除き、自動車と同様に道路標識を守る必要
があります。

この道路標識は「自転車及び歩行者専用」です。
□この道路標識がなければ、自転車は歩道を通行するこ
とができません(車道を通行しなければいけません)
※13歳未満の子ども、70歳以上または体の不自由な
人が運転する場合などは通行可能です
□自転車で歩道を通行する際は歩行者を優先し、徐行
しなければいけません

この道路標識は覚えておこう！

自転車押し歩きエリア

自転車と歩行者の通行区分

3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金刑罰

2万円以下の罰金又は科料刑罰

懲役、罰金又は科料刑罰

知ろう！ 守ろう！

イヤホン 携帯電話 傘さし
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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（かわさき きたテラス：アトレ川崎３階）へ。平日7時半～19時。土・日曜、祝日9時～17時 ☎244-1371

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
☎201-3127 201-3209

区役所地域振興課

「知ろう！学ぼう！かわさき企業
市民交流Ｄａｙ」体験型プログラ
ムの参加者募集

　使わなくなったガス管を
使って万華鏡を作ります。講
師：東京ガス株式会社川崎支
店。 11月22日㈰❶13時～13時半
❷14時15分～14時45分 川崎ルフ
ロン1階(日進町1-11) 各回小学生12
人 11月11日までに区HPで。［抽選］

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

地域で子育てを楽しもう２
　子育てを楽しむための講座を地域の

子育てママが企画しました。 11月
21日㈯、12月1日㈫、19日㈯、3年
1月21日㈭、30日㈯、10時～12時、
全5回 同施設 1人250円 区内在
住の1～2歳の子どもと保護者10組
10月21日10時から電話で。［先着順］。
※オンラインビデオ会議(Zoom)での
参加も可能です。詳細はお問い合わ
せください
思春期の子育て

　思春期の子どもに家庭で伝える「性」
や「デートＤＶ」について学びます。
11月12日、26日、12月10日の木曜、
10時～12時、全3回 同施設 小学
生以上の子をもつ保護者15人 10月
27日10時から電話で。［先着順］
発達障がいを知ろう

　発達障害を学ぶ講座です。 11月
5日、19日、12月3日の木曜、10時
～12時、全3回 同施設 20人
10月20日10時から電話で。［先着順］

＊川崎授産学園
☎266-3550 266-3554

プラザ大師

発達凸凹っ子保護者のおしゃべり
カフェ

　子どもの発達障害に悩む保護者同
士で話してみませんか。 11月12日、
3年1月14日、2月18日の木曜、10
時～11時半、全3回 同施設 発達
障害または発達障害の可能性のある
小中学生の保護者20人 10月15日
10時から直接か電話で。［先着順］。
※同室保育を利用できます。希望者
は申し込み時に伝えてください。
伝統文化親子書道講座

　親子で書道の正しい書き方などを
学びませんか。 11月7日、21日、
12月5日の土曜、13時半～15時半、
全3回 同施設 1人3,000円 小
中学生の子どもと保護者10組 10月
20日10時から電話で。［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
　自宅でできるストレッチ体操を体験
します。 11月6日㈮10時～12時(開
場9時半) 同施設 30人 10月22
日10時から必要事項と市内在勤（市
外在住）の場合は勤務先の社名、住所
も記入し、電話かFAXで。［先着順］
講演会

「コロナ禍を明るく過ごすコツ」
　東

し ょ う じ

海林のり子氏（芸能リポーター）に
よる講演。 10月31日㈯14時～15
時 同施設 30人 10月16日10時
から必要事項と市内在勤（市外在住）
の場合は勤務先の社名、住所も記入
し、電話かFAXで。［先着順］

＊川崎授産学園
☎各記事に記載 201-3293

区役所地域支援課

あなたの睡眠は大丈夫
～よりよい睡眠のために～

　千葉伸太郎氏(太田睡眠科学セン
ター )による講演。高齢者の睡眠の特
徴を知り、睡眠の質を改善してみませ
んか。 11月6日㈮10時～11時半

区役所7階 区内在住・在勤の30
人 10月15日9時から電話かFAX
で。☎201-3216 ［先着順］
健康長寿で自立した生活をめざそう!!

　桜井良太氏(東京都健康長寿医療
センター研究員)による講演。いくつ
になっても心身ともに元気でいきいき
と生活するこつを学びませんか。
11月16日㈪10時～11時半 区役所

7階 区内在住・在勤の30人 10
月15日8時半から電話かFAXで。☎
201-3216 ［先着順］
すくすく子育てボランティア養成講座

　地域の子育ての支援を行うボラン
ティアの養成講座です。 ❶11月10
日㈫❷18日㈬、13時半～15時、全
2回 区役所4階 区内在住の10人

10月16日8時半から電話かFAX
で。☎201-3214 ［先着順］

＊川崎授産学園
☎201-3319 211-0637

区保育・子育て総合支援センター

地域子育て支援センターおおしま
土曜開所

　親子で安心して過ごしませんか。
11月21日㈯❶9時～10時❷10時

半～11時半❸13時～14時❹14時半
～15時半 地域子育て支援センター
おおしま 就学前の子どもと保護者
各回10組 10月15日9時から直接
か電話で。［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

第25回　街道講演会
「古代・中世の東海道」
　本多隆

た か し げ

成氏(静岡大学名誉教授)に
よる古代・中世における東海道につい
ての講演会。 11月14日㈯14時～
15時半(開場13時半) 同施設4階集
会室 当日先着100人。
第12回　講談 de 交流

　古くから多くの人々に愛されている
伝統芸能「講談」をお楽しみください。

11月18日㈬14時～15時半 同施
設 100人 11月7日(必着)までに往
復ハガキに必要事項を記入し同施設ま
で。［抽選］
川崎市観光写真コンクール入賞作
品展「わたしが写した川崎」

　第63回の川崎市観光写真コンクー
ルの入賞作品を展示します。 10月
6日㈫～25日㈰、9時～17時 同施
設。※休館日（月曜）を除く

＊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
　心肺蘇生法や自動体外式除細動器

（AED）の使い方などの講義と実習。
11月16日㈪9時～12時 川崎消

防署 800円 30人 10月27日9
時から電話で。［先着順］。※マスクの
持参・着用をお願いします。

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。
区役所地域支援課☎201-3214 201-3293

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日
検査

11/17
㈫

8時45分～
9時15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5人

無料
10月20日から電話で
区役所衛生課
☎201-3204［先着順］

（会場は区役所5階）11月の健診案内地域みまもり
支援センター

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

発見！ Vol.12

　ダンスを楽しみ、いきいきと毎日を過
ごす心身づくりを提供したいという思いか
ら1982年に創業しました。 現在は、ダ
ンススクールを行いながら、K

カ ワ サ キ

awasaki 
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ommunity(いきいきかわさき区
提案事業)の一環として、国籍を超えた交
流の場づくりや、地域密着型の子どもの居
場所づくりを行っています。働く外国人や家族、その子どもを対象とした
学び場を開催したり、子育て世代の外国人を対象としたコミュニティーサロ
ンを開催して日本語や日本文化、外国文化を学ぶ講座など、多くの居場
所づくりに取り組んでいますので、日本人も外国人も、まずは遊びにきて
みませんか。詳細は施設HPで。

区役所企画課☎201-3267 201-3209

C
カ レ ッ ジ

ollege J
ジェイディーエス

DS G
グ ロ ー バ ル

lobal A
ア フ タ ー

fter S
ス ク ー ル

chool(JDS)　 施設HP▶

カルッツかわさき　ウィズ・ミューズシリーズ

かわさき区ビオラコンサート

　カルッツかわさきの定期コンサートです。午後のひとときを気軽に楽
しめる音楽コンサートで過ごしませんか。詳細は施設HPで。

日時　 3年1月9日㈯開演13時半 (開場13時)
場所　カルッツかわさきアクトスタジオ
出演　 Ｏ

オ ジ ゾ ー

'Jizo　定員　 90人
チケット　一般：1,000円(10月30日発売開始)
   18歳以下：600円(10月30日発売開始)
  友の会会員：800円(10月23日発売開始)

日時　 11月4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　蟹

かに

江
え

慶
よしゆき

行（東京交響楽団チェロ奏者）
　　　谷

たにあい

合千文（ピアニスト）
定員　 当日先着50人
※マスクの持参・着用をお願いします

区役所地域振興課☎201-3127 201-3209

カルッツかわさき☎222-5223
222-5122 ［先着順］

ケルトミュージックコンサート

施設HP▶

谷合千文蟹江慶行
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