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（令和3年8月1日現在） 2021（令和3）年 9月1日発行26万4,883人 13万6,346世帯

1972
中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます中原区は令和4(2022)年4月1日に区制50周年を迎えます

　自転車運転中の小さなルール違反が大きな事故につながり、自分と誰かの未来を奪ってしまいます。安全に運転し事故を防ぐため、
いま一度、一緒にルールを確認してみましょう。　� 区役所危機管理担当☎044-744-3162 044-744-3346

　今回紹介したルール以
外にも自転車に乗る前に
確認してほしい点があり
ます。詳しくは市HPで。

下小田中交通部連絡協議会
　下小田中交通部連絡協議会は、平成2年に発足した歴史の長
い団体です。地域の交通安全のために、長年精力的に活動し
ており、警察や区役所と連携して、毎月2回の小学校登校時の
みまもり活動や、朝と夜の自転車のマナーアップ活動などを行っ
ています。「小学生が元気にあいさつして登校する姿を見られる
のがうれしい」と笑顔で話してくれた会長の内藤さんは、「近年、

夜間のライト点灯を守る自転車が増えるなど、継続してきた効
果を感じており、これからも活動を続けていきたい」との思いも
話してくれました。同協議会では、これからも長く活動を続け
ていけるよう、一緒に活動してくれる人を随時募集しています。
一緒に地域の交通安全に取り組んでみませんか。
区役所危機管理担当☎044-744-3162 044-744-3346 下小田中交通部連絡協議会

会長の内藤さん

スタート！
サッカーをしに

等々力緑地に行くぞ

30代Aさん

ここは車道の
左側だ

歩道でいいでしょ

※�自転車通行可の標識
がある場合や13歳未
満または70歳以上の
人が運転している場
合などには、歩道を
通行できます

青になった！
ゴールまで
あと少し

無事着いた！
さあサッカー
しよう！

　最短距離で
行っちゃえ

車も来てないし、
自転車は関係ない

でしょ

急いでるから
止まらず行っちゃえ

どこを走ろう？どこを走ろう？ 一時停止だ…一時停止だ…

右折したいけど、右折したいけど、
どうやって進もう…どうやって進もう…

左折したい左折したい
けど車道の信号けど車道の信号
が赤だ…が赤だ…

原則車道の原則車道の
左側！※左側！※

「止まれ」があったら「止まれ」があったら
必ず一時停止！必ず一時停止！

交差点を交差点を
大回りに徐行で大回りに徐行で

右折！右折！

原則車道の原則車道の
信号遵守！信号遵守！

自転車も車のなかま ルール違反は一発

ゴ
ー
ル
！
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いったん止まって
左右を確認しよう

周りを
よく確認して、
大回りに徐行で
右折だ

1

車道の信号を
守らなきゃ

レッド

レッドカード！
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区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

市民健康の森
　❶井田山 どんぐり広場ササ・草刈り
❷井田山 入口広場草刈り、樹木・花
壇手入れ。 ❶9月19日㈰❷10
月7日㈭、いずれも9時に市民健康の
森入口広場集合。雨天中止 中原
区市民健康の森を育てる会☎ 044-
766-0855（平日15時～17時）。区役
所地域振興課☎044-744-3324
044-744-3346
なかはらの魅力発信講座（特別講座）

　座学とまち歩きを通して、中原区の

地名の由来や歴史を楽しく学べます。
10月9日㈯13時～16時。荒天中止
100円 中原区役所他 20人
9月21日（必着）までに区HP、往復

ハガキで、〒211-8570中原区役所地
域 振 興 課 ☎044-744-3324 044-
744-3346 ［抽選］。※詳細は区役所
などで配布するチラシか区HPで。
健康づくり体験教室
～運動も食事も仲間づくりも～

　食事と運動などの健康づくりを学習
し、地域のボランティア活動の楽しさ
を体験します。❶プロから学ぶ運動
の基本❷今日から役立つ食生活の基
本❸健康づくりの今とこれから。

❶10月27日㈬❷11月10日㈬❸12
月3日㈮、いずれも13時半～15時半

区役所別館講堂 区内在住20人
(原則❶～❸全ての日程に参加でき
る人) 9月15日9時から直接、電
話、FAXで区役所地域支援課☎044-
744-3268 044-744-3196 ［先着
順］。※❶～❸の参加者向けに、そ
の他選択コースがあります。詳細は
お問い合わせください。
新城まちゼミ

　お店の店主や店員が講師となって、
長年培った知識を伝えます。 9月19
日～10月31日 新城周辺の店舗
新城まちゼミの会☎090-3201-0902

（平日10時～17時）。経済労働局商
業 振 興 課 ☎044-200-2328 044-
200-3920。※申し込み方法や内容な
どの詳細は9月13日から新城まちゼミ
の会HPで。
普通救命講習Ⅰ

　心肺蘇生法や、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。 ❶10月20日㈬13時半～16時半
❷11月4日㈭9時～12時 中原消防署

各30人 各800円 ❶は9月29
日❷は10月14日、いずれも9時から電
話で市消防防災指導公社☎044-366-
2475 044-272-6699 ［先着順］

かわさきスポーツパートナーを応援しようかわさきスポーツパートナーを応援しよう 区役所コンサート 
inエポックなかはら

　スポーツの推進と本市のイメージアップを図ることを目的とし、川
崎市をホームタウンとして活躍する6チームを、「かわさきスポーツ
パートナー」として認定しています。中原区を拠点に活動する川崎ブ
レイブサンダース、川崎フロンターレ、富士通レッドウェーブ、NEC
レッドロケッツを応援しに等々力陸上競技場、とどろきアリーナに
行ってみませんか。詳細は各チームHPで。 区役所地域振興課☎
044-744-3323 044-744-3346

【第1部】バイオリン二重
奏：D

デ ュ オ

uo I
イ レ ー ネ

rene（中山友希・
松谷萌江）

【第2部】歌：沼 尾みゆき
（元劇団四季）
　子どもも一緒に楽しめ
るコンサートです。※要事前申込

10月1日㈮18時半開演（開場18時）
エポックなかはら 200人

9月15日から区HP（HPを見られない人
は電話受付可）で区役所地域振
興課☎044-744-3324 044-
744-3346 ［先着順］

区役所企画課☎044-744-3149 044-744-3340

タウンニュース
毎週金曜発行、朝刊折り込み、区内各所でも配布中。
区内の魅力やイベントを紹介します

なかはらメディアネットワーク
情報コーナー
タウンニュース中原区版、かわ
さきFM番組表などを配布して
います

情報コーナー設置場所
区役所、市民館、中原図書
館、とどろきアリーナ、国際
交流センター、東急「武蔵小
杉駅」「元住吉駅」、JR「武蔵小
杉駅」「武蔵中原駅」「武蔵新城
駅」「平間駅」「向河原駅」など

　地域メディアと連携して区内のあらゆる情報を発信し、
地域交流の促進や区のイメージアップを目指しています。

Enjoy★なかはら
かわさきFM（79.1MHz）　第1・3金曜11:00～11:30
ゲストを招き、区内の魅力やイベントを紹介します。
スマートフォンからも聞けます

なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）で放送中。
水 曜21:30~21:40/土 曜16:00~16:10/日 曜12:50
~13:00。放送予定:KOSUGI SPORTS FES 2021、
中原区総合防災訓練　他

講座・教室名 日程 時間
❶ チーズを気軽に楽しむ 11/11、18、25、12/2、9の木曜 14時～15時半

❷ 色えんぴつ画入門 10/18、25、11/1、22、12/6の
月曜 14時～15時半

❸ ステップアップ！
色えんぴつ画

10/18、25、11/1、22、12/6の
月曜 14時～15時半

❹ メディカルハーブ＆
アロマテラピー

10/19、11/2、16、30、12/14の
火曜 10時～11時半

❺ 切り絵 10/8、22、11/5、19、12/3の金曜 10時～12時
❻ 俳句入門 10/23、11/6、27の土曜 10時～11時半
❼ 楽しい味噌作り 11/4の木曜 13時半～15時半

生涯学習プラザ会議室 15歳以上（❶は20歳以上） ❶～❺5,500円❻
3,300円❼1,100円※教材費が別途必要な場合があります。詳細はお問い
合わせください 9月24日（必着）までにハガキ、直接、電話、FAX、HPで
〒211-0064今井南町28-41生涯学習財団☎044-733-6626 044-733-
6697［抽選］。※応募が少ない場合は中止になることがあります。

2021秋の☆キラリ文化教室

主な試合スケジュール
（2021年～2022年） 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月

以降
川崎ブレイブサンダース

（B1リーグ）
川崎フロンターレ

（J1リーグ）
富士通レッドウェーブ

（Wリーグ）
NECレッドロケッツ

（Vリーグ）

公式HP 公式HP

種目 内容 日程 時間 場所

OTOアート
フットボール

ボール運動を中心とし、ス
ポーツ万能になるきっかけ
作りを目指します

9/27、
10/4、18、
25の月曜

15時半～
16時20分

大戸
小学校
校庭

キッズラン
運動の基本であるランニン
グで、楽しく基礎体力の向
上を目指します

9/21、28、
10/5、12、

19、26
の火曜

17時半～
18時15分

下小田中
小学校
体育館

Saturday
ダンス

かっこいいダンスで地域の
発表会出演を目指します

9/18、
10/2、23

の土曜

9時～
9時50分

大戸
小学校
体育館

ダンス
エクササイズ

ダンスに必要なステップや
体の使い方などを学びます

10時～
10時半

マット体操
マット上で、体の柔らかさ、
素早さ、細やかな動きを身
に付けていきます

10時半～
11時

バドミントン
time

自由にバドミントンを楽し
む時間です

10時40分～
11時40分

※初回無料体験（１種目のみ） 会費3,000円／半年（4月～9月、10月～3月、
途中入会は月割り） 中原元気クラブ事務局HP 区役所地域振興課☎044-
744-3323 044-744-3346

中原元気クラブ活動日程 検索中原元気クラブ

バスケットボール
川崎ブレイブ
サンダース

富士通
レッドウェーブ

川崎
フロンターレ

NEC
レッドロケッツ

バスケットボール

サッカー

バレーボール

公式HP 公式HP

区役所でマイナンバーカードを申請しませんか
～ 期間限定で無料の写真撮影を行います ～

　郵送やパソコン・スマートフォンでマイナンバーカードを申請すると、後日
予約のうえ区役所などで受け取りとなりますが、区役所で申請すれば、後
日郵便で、自宅で受け取ることができます。さらに、中原区役所では、9月
1日～30日の期間限定で無料の写真撮影も行います。
１ 受付日時

２ 受付窓口 区役所区民課　1階4番窓口
３ 持ち物 ・ 顔写真（たて4.5㎝・よこ3.5㎝、無帽、無背景、6カ月以内に

撮影）※無料撮影を希望する人は不要
 ・ 通知カードまたは個人番号通知書
 ・ 住民基本台帳カード（持っている人のみ）
 ・ 本人確認書類2点（運転免許証、パスポート、健康保険証など）
※ 中原区に住民登録のある人のみが対象です。申請には必ず

本人がお越しください
区役所区民課☎044-744-3175 044-744-3341

平日 第2・4土曜
申請窓口（常設） 8時半～17時 8時半～12時半
無料の写真撮影

（9月1日～30日） 9時～15時 8時半～11時半

詳細は区HPで

沼尾みゆき

・
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