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かわさき防犯アプリ（みんパト）では、市内の事件・不審者・特殊詐欺などの情報を確認できます。ダウンロード方法などの詳細は市HPで確認を
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　地域の課題解決に向けた事業を募集します。
審査を経て採択された事業は、3年度に提案団
体と区役所の協働で実施します。

12月1日～1月15日に提案書と提出書類
を直接、 区役所企画課☎201-3267 201-
3209 61kikaku@city.kawasaki.jp［選考］。
※詳細は区役所、支所などで12月
1日から配布する募集案内か区HPで

いきいきかわさき区提案事業

▲区ＨＰ

今年度実施する事業の一部を紹介　全ての事業紹介は区HPで

つながる川崎なかじまっぷ（つながる川崎なかじまっぷ制作委員会）
　区中島エリアから区に暮らす人たちが地元のお店や地域コミュニティーを通じてつながる機会を作ろう
とエリアマップを作成しました。マップではお店の特徴を店主の似顔絵をまじえて紹介しており、区HPと
区役所７階で配布中です。 区役所企画課☎201-3267 201-3209

　新型コロナウイルス感染症の影響で在宅率が高くなっており、在宅
を狙った犯罪が相次いで発生しています。手口を知り対策をしましょう。
区役所危機管理担当☎201-3134 201-3209

これが犯罪の手口
アポ電
警察官などを装って詐欺や強盗に入る前に、資産状況や家族構成
などを探るために電話をかけてきます。高齢であることや多額の
貯金があることに気づかれた人が、その後に犯罪に遭う事件が
起きており、区内でもアポ電が確認されています。

ガス点検を装った強盗
ガス点検を装って家のドアを開けさせ押し入り、身動きできなくし脅
迫後、現金・キャッシュカードを奪い逃走します。急増中の手口で、
あの手この手でドアを開けさせようとしてきます。

特殊詐欺
アポ電でキャッシュカードを用意させ家に取りに来る　警察官や金融機関関係者
などを名乗り、「キャッシュカードが不正に使われ交換が必要である」とだまし、
キャッシュカードを家まで取りに来ます。
オレオレ詐欺　息子や孫を名乗り、「風邪をひいている」「携帯電話番号が変わっ
た」「かばんをなくした」「会社とトラブルになっている」 とだまします。
還付金詐欺　区役所や税務署を名乗り、「還付金がある」「すぐに手続きを」とだ
ました上、「ＡＴＭに着いたら連絡を」と誘導します。
架空料金請求　身に覚えのない料金（利用していないサイト、公的機関から支
払いの督促、裁判所からの少額訴訟の通知）を請求します。

犯罪を跳ね返す これが対策
ガス点検について知ろう（東京ガスの場合）
●点検は4年に1回。事前にチラシなどで訪問予定日をお知らせします
●作業員は原則１人で、制服着用で身分証を携行します。費用無料
東京ガスのチラシの特徴
●点検日前に必ず訪問予定日と時間帯を記載した紙を配布します
※訪問予定日欄は原則印字。手書きなら犯罪かも！
※電話番号は原則固定電話。携帯電話なら犯罪かも！
不審に思ったら東京ガスお客さまセンターへ連絡
☎0570-002211（IP電話・海外から
利用の場合は☎03-3344-9100）
9時～19時（日曜、祝日は17時まで）

▲東京ガスＨＰ

▲制服左胸の
マーク

留守番電話を活用しよう
●犯人は録音を嫌がります。
常に留守番電話を設定してお
くか、迷惑電話防止機能付き
機器の購入を検討しましょう
詐欺の決まり文句を覚えよう
●「急にお金が必要。用意して」「キャッシュカードをお預かり
します」「ATMで医療費を還付します」は詐欺を疑ってください
区内で発生している犯罪の最新情報を
チェックしよう
●川崎警察署と川崎臨港警察署のHPで、区内で発生してい
る犯罪の最新情報を知り、不審な電話などがあったらすぐに
警察に連絡しましょう
川崎警察署☎222-0110　川崎臨港警察署☎266-0110

在宅を狙った

犯罪に気をつけろ！
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川崎ディスカバーウォーク（ファンズスポーツクラブカワサキ）
　スタンプラリー形式で、公園内をウオーキングしながら各ポイントで健康法が学べます。区の魅力と自
分に合う健康法を見つけてみませんか。スタンプを集めた先着100人に記念バッジをプレゼントします。
日時　1月11日㈷9時～12時（受け付け9時～11時）。雨天中止　場所　大師公園（公園内の潘

しん

秀
しゅう

園
えん

前
でスタンプラリーカードを受け取ってください） 区役所地域振興課☎201-3231 201-3209
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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

かわさき区ビオラコンサート
　ピアノソロコンサート。出演：佐藤里
奈。 1月6日 ㈬ 12時10分 ～12時
50分 市役所第3庁舎1階ロビー。

＊川崎授産学園
☎233-6361 244-2347

教育文化会館

市民講師始めました
　他の人よりちょっと得意なこと（知
識・経験・技術・特技など）を生かして市
民講師をしてみましょう。 1月23日、
2月6日、13日、3月6日の土曜、10
時～12時、全４回 同施設 区内在
住・在勤の10人 12月26日10時から
電話で。[先着順]
オセロ入門講座

　オセロを楽しく学びながら、地域の
仲間と交流しましょう。初心者大歓迎。
有段者との対局もあります。 1月26
日～2月16日の火曜、10時～12時、
全4回 同施設 区内在住・在勤の50
歳以上10人 12月15日10時から直
接か電話で。[先着順]

順] ＊川崎授産学園
☎333-9120 333-9770

プラザ田島

元気！健康カフェ
　喜

き ら く て い し ょ う き ち

楽亭笑吉(社会人落語家)の落語
と正月遊び。 1月8日㈮10時～12
時(開場9時半) 同施設 30人 12
月22日10時から電話かFAXで。[先
着順]
まちの音楽家たちのミニコンサート

　区出身の文
ふみなしとおる

梨徹氏（ピアノ）と文
ふみなしまもる

梨衛
氏（サックス）によるコンサート。 12
月19日㈯14時 ～15時（開 場13時 半）

同施設 50人 12月15日10時か
ら電話かFAXで。[先着順]
プラザ田島文化祭

　市民団体による作品などの展示・古
本市・パン販売・昨年度のミニコンサー
ト映像上映など。 12月19日㈯、20
日㈰、10時～15時 同施設。

＊川崎授産学園
☎201-3216 201-3293

区役所地域支援課

６０代までの姿勢＆歩き方～体幹を
強めて歩ける身体づくり

　姿勢と歩き方を見直し体幹を鍛え、
いつまでもウオーキングを楽しむこつを
学びます。 1月22日㈮14時～15時
半(開場13時半) 区役所7階会議室

区内在住・在勤の30人 12月15日
から電話かFAXで。[先着順]

今からはじめる　老い支度
　大黒学氏（川崎七福診療所院長）に
よる、終活を考えるきっかけづくりに
ついての講話。 1月14日㈭10時～
11時半(開場9時40分) 区役所7階
会議室 区内在住・在勤の30人 12
月15日から電話か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

昔の暮らしと道具展
　昭和の懐かしい道具の展示。 12
月8日～2月28日 同館3階。
かわさき歴史ボランティアガイド
養成講座 　

　東海道川崎宿を中心に、川崎の歴
史と魅力を学び、川崎を訪れる人を

ガイドするボランティアを目指します。
1月20日㈬、28日㈭、2月3日㈬、

7日㈰、16日㈫、25日㈭、全6回
同館 30人 3,000円 12月28日
(消印有効)までに往復ハガキで。[抽
選]

＊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）の使い方などの講義と実技。
受講者に修了証を交付。 2月3日㈬
9時～12時 川崎消防署 30人
800円 1月13日9時から電話で。[先
着順] 

カルッツかわさき　ウィズ・ミューズシリーズ

　川崎大師平間寺に隣接する大
師公園をご存じですか。公園に
は、芝生広場・野球場・テニスコー
ト・プールなどがあり、曜日を問
わず多くの人が集います。大型
遊具は家族連れに大人気。管理
事務所ではバドミントンや竹馬な
どの遊具貸し出しをしています。
公園内の瀋

しんしゅうえん

秀園（中国瀋
しんよう

陽市と川
崎市の姉妹都市提携5周年を記
念して造られた中国式自然山水
庭園）では、4月にボタンの花が
咲き誇ります。1月には川崎ディ
スカバーウォーク (区版1面参照)
もありますので遊びに出かけてみ
ませんか。詳細は同公園HPで。

区役所企画課
☎201-3267 201-3209

大師公園

　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。
チケット購入方法などの詳細は同施設ＨＰで。

日時　3月14日㈰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　石塚　隆充　　定員　90人
チケット 一般 1,000円（12月25日発売開始）
 友の会会員 800円（12月18日発売開始）
 18歳以下 600円（12月25日発売開始）

カルッツかわさき☎222-5223 222-5122 ［先着順］

　障害の有無に関係なく楽しめるスポーツイベントを開催します。川崎球
場で名勝負を繰り広げた阿波野秀幸氏（中日ドラゴンズ投手コーチ・元プロ
野球選手）によるトークショー＆野球教室、
ボッチャ体験会、BMXショー、eスポーツ（ビ
デオゲーム競技）体験、市ゆかりのスポー
ツ選手による防犯スポーツ＆自転車運転講
習、スタントマンが交通事故を再現する交
通安全教室など。野球教室のみ事前申込
制、申込方法やタイムスケジュールなどの
詳細は同施設ＨＰで。
日時　1月9日㈯14時半～18時　場所　富士通スタジアム川崎

富士通スタジアム川崎☎276-9133 276-9144

　１月から始まる健康教室の参加者を募集
します。詳細は区役所や図書館などで配
布中のチラシか同施設ＨＰで。体を動かし
て免疫力を高めましょう。

12月20日（必着）までに市版5面の必要事項と性別を記入し往復ハガ
キで〒210-0011川崎区富士見2-1-9富士通スタジアム川崎 健康教室係
☎090-6925-8662 276-9144 ［抽選］

教室名 初回日程 時間 回数 参加料 対象・定員
HIITトレーニング

de
シェイプアップ

1月13日㈬ 10時～
11時 10回 6,500円

中学生を除
く15歳以上

25人壮快！健康体操 1月13日㈬ 11時～
12時 10回 6,500円

健康パワーアップ
（A） 1月8日㈮ 13時～

14時 11回 7,150円

▲同施設HP

▲同施設HP

スポーツインクルージョンフェスタ2021 in 
富士通スタジアム川崎

富士通スタジアム川崎
冬の定期健康教室参加者募集

フラメンココンサート

健診名 日程・受付時間 内容など 費用

ＨＩＶ
即日検査

❶ 5日㈫
❷19日㈫

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
経過した人、各5人

無料
❶12月15日❷1月5日

から
電話で区役所衛生課
☎201-3204[先着順]

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

（会場は区役所5階）1月の健診案内地域みまもり
支援センター

▲同公園HP

▲同施設HP

※「まちのひろば」とは、誰もが気軽に集える出会いの場です

▲阿波野秀幸氏 ▲BMX
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