
区制40周年記念誌「歴史文化と花のまち　かわさきく」は、区役所、支所、区内の主な公共施設で配布しています

218,286人

107,220世帯

酒酔い運転5年以下の懲役または100万円以下の罰金酒気帯び運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金※自転車も車と同じ罰則です。飲酒運転ほう助も同等の罰を受けることになります

人数・任期  4人程度、26年4月1日から2年間
会議　全体会議年間4回程度、審議に応じて専門部会を6回程度　
資格　26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（市付属機関などの公募委員になっている人は除く）

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課
題とその解決策」（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］。※申込書は区役所企画
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

　区民会議は区民が主体となって、参加と協働により地域社会の課題
解決のために話し合う場です。

アイデアを形にしませんか
第５期区民会議公募委員を募集

　区内では交通事故が多発しており、中でも自転車に関係する事
故が多い傾向にあります。こうした事故を防ぐために、ひとりひ
とりが交通安全について考え、交通ルールの順守と交通マナーの
向上に取り組むことが大切です。

区内では交は交交通事事故が故が故が多発多発多発ししており 中中中でもでも自自転自転車に車車に関係する

　区内の人身交通事故は25年1月～10月末現在で658件です。発生件数
や負傷者数は、ともに前年同月比で減少しているものの死者数は7人増
えました。10月21日現在の区の交通死亡事故は11件で、県では最も多く、
特に9月10日から10月18日にかけて5件と集中しています。事故の特徴
として多かったのは、❶被害者は50歳以上の男性❷事故時の状態別では
自転車の乗車中❸事故の場所では、自動二輪車は交差点以外の道路、自
転車と歩行者は交差点での事故となっています。

資源物（缶・ペットボトル、瓶、乾電池、ミックスペーパー、プラスチッ
ク製容器包装）…年末は12月31日（火）まで、年始は1月4日（土）から
※地域により収集日が異なります
粗大ごみ・小物金属…年末は12月27日（金）まで、年始は1月6日（月）から
※粗大ごみの申し込みは収集日の3日前まで（土・日曜、祝日を除く）
粗大ごみ受付センター☎930-5300、 930-5310（聴覚などに障害の

ある人専用）。受付時間は8時～16時半（年末は12月30日（月）まで）
川崎生活環境事業所☎541-2043、 548-8442。南部生活環境事業

所☎266-5747、 287-1840

　飲酒運転は、アルコールの影響で
運動機能が低下するなど、交通事故
を引き起こす重大な要因です。死亡
事故などの深刻な結果を招くだけで
なく、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。「飲
酒運転をしない・させない」ことを徹
底しましょう。

　10月3日から、京急川崎駅周辺と市役
所通りの自転車道（通行帯）が供用されて
います（写真）。自転車を運転する人は自
転車通行帯の走行をお願いします。※バ
ス停付近や交差点では歩行者に気を付け
て走行してください。

　区内で多くの自転車の盗難や置き引きが発生しています。短時間でも
自転車から離れるときは鍵を掛け、かごに荷物を置いたままにしないよ
う注意しましょう。

●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

◆多発する交通事故

◆飲酒運転の根絶

◆自転車通行帯の走行を

◆盗難に注意

事故に遭わない、事故を起こさないために事故に遭わない、事故を起こさないために

自転車安全運転
利用五則

　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。

区役所危機管理担当☎201-3134、 201-3209

収集地域 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1～3 1/4 1/5 1/6 1/7
土 日 月 火 水～金 土 日 月 火

月・木曜 ×
×

○ ×
×

×
×

○ ×
火・金曜 × × ○ × × ○
水・土曜 ○ × × ○ × ×

年末年始のごみ収集　普通ごみ（○：収集あり　×：収集なし）

　

ランチタイムコンサート

日時　 12月18日（水）12時10分～12
時40分

場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　 さつきかほり（トランペッ

ト）、古田綾（トロンボーン）、
寺山香澄（チューバ）

曲目　クリスマスソング他
市民文化パートナーシップかわ
さき☎ 813-1550

かわさき区ビオラコンサート

日時　 1月8日（水）12時10分～12時
50分

場所　市役所第3庁舎1階ロビー
出演　 西野宏（トランペット・歌）、

山田希乃（ピアノ）
曲目　「北国の春」「男はつらいよ」
他
区役所地域振興課☎201-3127､

201-3209

　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。消防団､
地元企業の自衛消防隊などが参加します｡ 荒
天時は式典のみ行います。
❶臨港地区　日時　1月8日（水）10時～11時半
場所　東扇島外貿地区8号岸壁（川崎区東扇
島32-3地先）。※荒天時は川崎マリエン体育
館で
臨港消防署予防課☎299-0119、 299-0175

❷川崎地区　日時　1月11日（土）10時～11時半　場所　川崎競輪場
川崎消防署予防課☎223-0119、 223-2819。※雨天決行

臨港・川崎地区消防出初め式臨港・川崎地区消防出初め式

●片手で傘を差しながらの運転
●携帯電話を使用しながらの運転
●イヤホンやヘッドホンをしながらの運転
●他の自転車と並行しながらの運転※

※並進可の標識がある場合を除く

ながら運転は
しない

　何かをしながら自転車
を運転することは危険で
す。絶対にやめましょう。

カラーガード隊も出演

情
報



6カ国語で、外国人向け行政情報をメール配信しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎区役所企画課（☎201－3296、　201－3209）インターコムかわさきく 検 索

　 各締め切り（必着）までに往復ハガキに、性別、学年（※は全員の必
要事項と子どもの生年月日）も記入し〒210-0011川崎区富士見1-1-4市体育館☎
200-3255、 211-5921。［抽選］

　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

市体育館スポーツ教室　いずれも保険料含む。

健診名 日程・受付時間 定員・内容 費用

H I V
即日検査

❶7日
　 （火）
❷21日
　 （火）

8時40分
～10時10
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15人

無料
❶は12月24日から
❷は1月7日から
電話で☎ 2 0 1 -
3212。［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

❶8日
　 （水）
❷24日
　 （金）

9時～
9時15分

生活習慣病予防に関
連した検査と保健指
導。両日参加できる
区内在住の18～39歳
の25人

1,220
円

12月16日から電話
で☎201-3216。［先
着順］

１  歳  児
歯科検診 24日（金） 8時45分～10時

1歳前後で歯が生え
ている乳幼児30人 無料

随時、電話で
☎201-3212。［先着
順］

個 別
健康相談 24日（金） 15時～15時半

生活習慣病予防のた
めの日常生活のこつ
や禁煙のアドバイ
ス。区内在住の6人

無料
12月16日から電話
で☎201-3216。［先
着順］

1月の健診･検診案内 会場はいずれも区役所5階。
地域保健福祉課 201-3291

保健福祉
センター

区役所地域振興課
☎201-3127、 201-3209

▼小田新春お楽しみ大会
　幼児から小学校低学年を対象と
した昔遊び（たこ揚げ、かるた取
り、羽根突き他）が楽しめるお祭
りを開催します。1月7日（火）10時
～11時半。小田球場で。雨天中止。
区役所地域保健福祉課

☎各担当へ、 201-3291

▼公園ウオーキング
　動きやすい服装と靴で。帽子、
飲み物を持参。❶富士見公園：12
月19日（木）❷小田公園：12月25日
（水）❸大師公園：1月14日（火）。いず
れも9時半～11時。雨天中止。
☎201-3216。
▼ダイエット講座
　食事バランスガイドを使って、
食事の適量を知り、正しいダイ
エット法を学びます。野菜料理の
試食も。1月10日（金）14時～15時。
区役所5階で。区内在住の20人。

12月16日から電話かFAXで☎
201-3217。［先着順］
▼ことばの教室
　失語症がある人の言葉のリハビ
リ。1月14日（火）13時半～15時半。
区役所4階で。区内在住で40歳以
上の人。 随時、電話で☎201-
3216。
▼ひざ痛・腰痛を予防しよう
　健康運動指導士による講話と実
技。1月29日（水）14時～16時。大師
支所2階で。区内在住の30人。

12月20日から電話かFAXで☎
201-3216。［先着順］
区役所高齢・障害課
☎201-3213、 201-3293

▼統合失調症家族教室
　病気の治療や家族の対応につい
ての講話、家族会の紹介など。12
月20日（金）、1月10日（金）、30日（木）､ 14
時～16時、全3回。区役所4階で。
区内在住で全回参加でき、家族に
統合失調症の人がいる20人。
12月16日から電話かFAXで。［先着
順］
区役所こども支援室
☎各担当へ、 201-3293

▼ 父親の子育て体験講座「作っ
て遊ぼう」

　正月遊びの遊具を作ります。1
月7日（火）10時～11時。大島保育園
で。1歳～就学前の子どもと保護
者10組（女性保護者も可）。
12月16日（9時～16時）から電話か
FAXで☎201-3331。［先着順］
▼こどもの力を育てるために
　「こだわりが強い」「集団になじ
めない」など、発達が気になる子
どもとの関わり方を学びます。1
月9日（木）10時～11時半。区役所で。
おおむね4～6歳の子どもの保護
者20人。保育あり（5人。要予約）。

12月16日から電話で☎201-
3312。［先着順］
▼ 離乳食講座「かみかみ・ぱく
ぱく」

　1月23日（木）11時～12時。大島保
育園で。9～18カ月の子どもと保
護者5組。 1月9日（9時～16
時）から電話かFAXで☎201-3331。
［先着順］

教育文化会館
☎233-6361、 244-2347

▼ シニアの社会参加支援事業
「楽しく過ごそうシニアライフ」
　バランスの取れた食事や簡単な
体操を学び、ウオーキングにも挑
戦しながら仲間づくりをする講座
です。1月16日～3月6日の主に
木曜、10時～12時、全7回。教育
文化会館他で。20人。材料費など
実費。 12月18日10時から電話か
FAXで。［先着順］
▼ 子育て啓発事業「子育てひろ
ばきょうぶん」

　子育て中の保護者同士がおしゃ
べりしながら、子どもと自由に遊
べる場です。毎月第2水曜、第4
木曜、10時～11時半。教育文化会
館で。0歳～就園前の子どもと保
護者、当日先着7組。保護者は靴
下を着用。飲み物持参。

プラザ大師
☎266-3550、 266-3554

▼はじめての介護
　介護が始まる前の心構えや豆知
識を学びます。介護用品も試せま
す。2月13日、20日の木曜、13時
半～15時半、全2回。プラザ大師で。
30人。 1月5日10時から直接か
電話で。［先着順］

プラザ田島
☎333-9120、 333-9770

▼ まちの芸術家たちのミニコ
ンサート

　歌謡曲、童謡などを中心とした
参加型のコンサート。12月21日（土）
14時～15時半（開場13時半）。プラ
ザ田島で。当日先着80人。
▼親子で楽しむ人形劇公演会
　「人形劇団オフィスやまいも」に
よる人形劇。12月22日（日）14時～
15時（開場13時半）。プラザ田島
で。当日先着80人。演目「さんび
きのこぶた」など。
▼遊

ゆう

友
ゆう

くらぶ「カフェ運営体験」
　プラザ田島まつりの会場で、カ
フェの運営体験をします。1月18
日（土）、19日（日）、10時～15時。プ
ラザ田島で。小学生各日10人。保
険料100円。 12月15日から直接
か電話で。［先着順］

川崎消防署
☎223-0119、 223-2819

▼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24日（金）13時半～16
時半。川崎消防署で。40人。 1
月7日から直接か電話で。［先着順］

教室名 日時 定員・費用 締め切り

フロアボール
教室

1月10日～3月14日の金曜、
19時～20時半、全10回

小学5年～中学生40人。
3,200円　

12月
17日

※ベビー＆
ママのスキン
シップヨガ

1月15日～3月19日の水曜、
11時～12時、全10回

開講時点で生後2カ月～9カ
月の子どもと医者の許可を
得ている保護者10組。8,400円

※ベビーマッ
サージ＆ママ
ケア

1月10日～3月14日の金曜、
13時～14時、全10回 

開講時点で生後2カ月～つ
かまり立ちする前の子ども
と保護者10組。8,400円

※親子で
にこにこ
ヨガレッジ

1月10日～3月14日の金曜、
14時半～15時半、全10回

開講時点で生後8カ月～2歳
になる前の子どもと保護者
10組。8,400円

ステップアップ
フラダンス

1月10日～3月14日の金曜、
13時～14時15分、全10回 

15歳以上（中学生を除く）
40人。5,200円

Miniキッズ
ヒップホッ
プダンス

1月7日～3月18日の火曜
（2月11日は除く）、16時半
～17時半、全10回

6歳児20人。5,200円

わくわく親子
体操

1月15日～3月19日の水曜、
13時半～14時半、全10回

2歳児と保護者20組。
5,400円

12月
18日

日進町老人福祉センター教室案内 ☎211-3181
233-5592

教室名 日にち 時間 定員・費用 対象

筋力アップで
元気はつらつ

1月8日、22日、2月5
日、12日、19日の水曜、
全5回

13時半～
15時 50人、200円

60歳
以上

12月16日
16時まで
にハガキ
の宛先に
住所、氏
名を記入
し 直 接
（結 果 通
知用）。[抽
選］

折り紙 1月22日～2月19日の
水曜、全5回

10時～
12時 15人、900円

古　典
（徒然草）

1月22日～2月19日の
水曜、全5回

13時半～
15時半 30人、650円

フラワーアレ
ンジメント

1月28日、2月4日、25
日、3月4日、11日の火
曜、全5回

13時半～
15時半

10人、
5,300円


