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小杉行政サービスコーナーをご利用ください。住民票･印鑑証明他 12月29日～1月3日は休所します。 武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685

なかはらメディアネットワーク 12月
テレビ なかはらスマイル
イッツコムチャンネル（地デジ11ch）
水曜 21：30〜21：39／土曜 16：00〜16：09／日曜 10：30〜10：39
放送予定：かわさき市民アカデミーフェスタ’
15、丸子の渡し祭り、宮内文化祭　他

ラジオ 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

※放送内容は変更する場合があります。 区役所企画課☎744-3149、 744-3340

区内の情報をさまざまなメディアが発信 なかはらメディアネットワーク 検索

　市内8地区で開催される消防出初式。今回は中原地区が代表会場です。
分列行進や一斉放水、川崎古式消防記念会による木

き

遣
や

り・纏
まとい

振込みはしご乗
り、消防音楽隊・カラーガード隊のドリル演技、幼年消防クラブの演技など
を行います。
日時　1月8日㈮10時〜11時半
場所　等々力緑地催し物広場
※雨天時は会館とどろきで、表彰式
のみ開催
中原消防署予防課☎411-0119、
411-0238

　区内で活動するアマチュアミュージシャンやダンスチームが出演。出
演者とボランティアスタッフによる手作りの音楽祭です。
日時　1月10日㈰13時〜19時　場所　区役所５階会議室
区役所地域振興課☎744-3324、 744-3346

下小田中交通部連絡協議会 上平間第一町内会

　病気を正しく理解し、認知症の人
やその家族を温かく見守り支援す
る「認知症サポーター」の養成講座で
す。症状や予防、接するときの心構
えなどを学びます。

日時　1月18日㈪13時半
〜15時40分
場所　区役所5階会議室
定員　80人

12月16日から直接、電話、FAX
で区役所高齢・障害課☎744-3217、
744-3345。［先着順］

皆さんの来場をお待ちしています!

元の生活には戻れないかも
しれません・・・。

認知症サポーター
養成講座

中原地区消防出初式新春恒例

迫力満点なはしご乗り(平成20年中原地区）

危ない！自転車事故！
  中原区は自転車事故が多く、神奈川県から「自転車事故多発地域」に指定されています。皆さ
んは自転車のルールを守っていますか。 区役所危機管理担当☎744-3162、 744-3346

　けがをしたり、命を落とす可能性があり、加害者になると損害賠償の責
任を負うことになります。

　区内全体の交通事故件数は横ばいですが、ことしは65歳以上の高齢者
が関わる事故が増加しています。区では中原警察署と連携して、高齢者を
対象とした交通安全講話や「事故に遭わないための体操」を実施していま
す。改めて交通安全について考えるきっかけとして参加してみませんか。

　秋から冬に掛けての夜間に、無灯火
の自転車利用者に対して、ライト点灯・
マナーアップを呼び掛けています。ま
た、中原警察署の協力で、講習や自転
車の点検・実技などを行う「ふれあい自
転車教室」も開催しています。

　地域の4町会が連携して活動
しています。春と秋の交通安全
運動期間中に、地元企業の協力
のもと、平間銀座商店街や上平
間交差点などで事故防止の呼び
掛け運動を行っています。

朝比奈義和 会長 遠藤榮一 会長

判例 小学生が歩行者と衝突して、転倒した相
手の意識が戻らない状態となった

(25年7月神戸地裁判決)
約9,500万円!!損害賠償

自転車事故の恐ろしさ 交通事故の状況

地域で安全を作る

守ろう!自転車安全利用五則
違反をすると、懲役や罰金などが科せられます
１.自転車は、車道が原則、歩道は例外
２.車道は左側を通行
３.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
４.安全ルールを守る

５.子どもはヘルメットを着用

飲酒運転禁止、二人乗り禁止、並進禁止、夜間はライト
を点灯、交差点での信号遵守・安全確認

地域の皆さんで
力を合わせ、

交通事故を減らし
ましょう！

交通安全について
改めて考えます

体を動かすことで、
事故を予防します

事故のない安全・
安心で住みよい
明るい地域を
目指しています!
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中原区の情報をお届けするメールマガジン「なかはらインフォメーション」を配信中。市ホームページ内「メールニュースかわさき」から登録。

募集・案内
市民健康の森

　樹木の手入れ。1月9日㈯9時に市
民健康の森入り口広場に集合。軍手
持参。雨天中止。 中原区市民健康
の森を育てる会☎ 788-6579。区
役所地域振興課☎744-3324、
744-3346。
歩こう会

　1月10日㈰8時に日吉駅集合。8
時半出発、11時ごろ今井神社解散。
日吉駅〜中原平和公園〜今井神社。
約5㌔。当日直接。雨天時は1月17
日㈰に延期。 区役所地域振興課
☎744-3323、 744-3346。 当
日の問い合わせは6時半から区役所
守衛室☎744-3192。
商店街の人気店で

　❶フラワーアレンジメント教室…成
田生花店店長による季節の花を使っ
たアレンジ教室。1月24日㈰14時〜
16時。新城商店街振興組合会館(新
城3-17-7)で。15人。1,500円。
　❷魚を使ったこだわり一品料理教
室…調理を間近で見学。 実演後は
料理を試食します(実習ではありませ
ん)。1月28日 ㈭14時 〜16時。 玄
太丸新丸子店(新丸子町769-2)で。
15人。800円。 ❶❷いずれも
1月6日(必着)までに往復ハガキ（教
室名も記入)で〒211-8570中原区
役所地域振興課☎744-3161、
744-3346。［抽選］
中原区長杯フラッグフットボール
小学生交流大会・体験会

　安全に楽しめるフラッグフットボー
ルの試合と体験会。1月30日㈯9時
〜13時。等々力緑地催し物広場で。
交流大会は5人制と3人制、体験会
は個人。いずれも市内在住の小学生。
雨天中止。事前申込制。 12月
15日から1月15日(必着)までに区役
所で配布中の申込用紙を直接、郵
送、FAXで〒211-8570中原区役所
地域振興課☎744-3323、 744-
3346。区ホームページからも申し込
みできます。
お正月deミュージアム

　羽子板、凧
たこ

、福笑い、カルタ取り
など。お正月の遊びを体験しません

平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程

とどろきアリーナ ワンコインレッスンのご案内

※予約・用具不要(ヨガマットは数に限りがあります)。飲み物は持参。運動に適した
服装で。『健康体操』は室内履き(スリッパ不可)を持参

平間スポーツレクリエーションクラブ（滝口）☎070-6980-7949（☎555-9140も
可）区役所地域振興課☎744-3323、 744-3346

※対象…❶❷15歳以上（中学生を除く）❸おおむね60歳以上。いずれも受講料1回
500円。事前申込不要。 とどろきアリーナ☎798-5000、 798-5005

種目 日程 時間 場所 費用

卓球広場
12月19日㈯ 14時〜16時

平間小学校
多目的教室

高校生以上200円
中学生以下100円1月23日㈯ 10時〜12時

ヨガ教室
12月26日、
1月16日、30日、
2月13日の土曜 10時〜11時半 500円

健康体操 1月9日、
2月6日の土曜

相談名 相談内容 日時 相談員
市 民 相 談 市民の相談の総合的な案内 月〜金曜／8時半〜17時 市職員

法律相談※ 不動産、金銭トラブル、損
害賠償、相続の相談 火曜／9時半〜11時半 弁護士

弁護士交通
事 故 相 談

交通事故の被害者などへの
法律上の指導・助言（予約制
☎200-3939）

第3火曜／13時〜16時 弁護士

クレジット・
サラ金、相続・
遺言等相談

多重債務や相続などのアド
バイス（予約制☎200-3939） 第1木曜／13時〜16時 司法書士

相続・遺言・
成年後見相
談（暮らしの
身近な相談）

相続、遺言、成年後見、不
動産登記と手続などの相談、
その他暮らしのトラブルなど

第3木曜／13時〜16時 司法書士

相続、遺言、成年後見など
の相談、契約書ほか法的権
利・義務の書類の書き方など

第2火曜／13時〜16時 行政書士

労 働 相 談 働く人の労働条件、会社で
の困りごと

月〜金曜
8時半〜12時、13時〜15時

（電話相談可☎744-3156）
専門

相談員

税 務 相 談

各種税金の計算・申告方法、
税に関する一般的な相談 第4木曜／13時〜16時 税理士

税に関する一般的な相談 月・水・金曜
10時〜12時、13時〜16時

税務
相談員

宅 地 建 物
相 談 宅地建物の売買や契約など 第2火曜／13時〜16時 宅建

協会員

住 宅 相 談 家の新築、増・改築、修理な
ど 第3火曜／9時〜12時 専門

相談員
シ ル バ ー
人 材 ・
いきいき相談

高齢者の就業相談、会員登
録、仕事の受託について

第1・３・５月曜、水・金曜／
9時〜12時、13時〜16時

専門
相談員

人 権 相 談 日常における人権に関する
問題など 第2木曜／13時〜16時 人権

擁護委員

行 政 相 談 国の行政機関などの業務に
対する意見、要望など 第2木曜／13時〜16時 行政

相談委員

教室名 日程 時間
1 しなやか美人ヨガ 1月12日〜3月15日の火曜 9時半〜10時半

2 ジャイロキネシス for
キラキラナイスボディ 1月13日〜3月23日の水曜

（2月17日は休み）

9時15分〜10時15分

3 元気！元気！な
楽しいエクササイズ 10時45分〜11時45分

か。1月10日㈰13時〜16時。 市民
ミュージアムで。 市民ミュージアム
☎754-4500、 754-4533。
「てづくり市」出店者募集
　手工芸品などの販売。2月21日
㈰10時〜15時。市民プラザで。35
店舗（業者不可）。出店料2,000円。

1月20日（必着）までに往復ハガ
キに当日の参加人数、車の有無（1台
まで）、出品内容（食品不可）も記入し
て〒213-0014高 津 区 新 作1-19-1
市民プラザ☎888-3131、 888-
3138。［抽選］
触法障害者と地域支援について

　神奈川県地域生活定着支援セン
ターから地域移行の現状や支援内容
を学ぶ講演会。12月18日㈮14時〜
16時。 区役所5階会議室で。 区内
在住60人。 12月15日から直接、
電話、FAXで区役所高齢・障害課☎
744-3265、 744-3345。［先着順］

☎744-3261、 744-3342

区役所地域保健福祉課
からのお知らせ

50代からのアンチエイジング
　骨密度測定、健康的な食べ方や口
腔ケアの学習、エクササイズなど。1
月13日、20日、27日、2月3日の水曜、
10時〜11時半。 全4回。 区役所別
館で。15人(区民優先)。 12月15
日から直接か電話で。［先着順］
栄養士・養護教諭等研修会

　食育についての講演・グループワー
ク。1月12日㈫14時〜16時45分。区
役所5階会議室で。区内在住か在勤
の栄養士、養護教諭、食育に興味の
ある25人。 12月17日から直接か
電話で。［先着順］

*川崎授産学園
☎433-7773、 430-0132

〒211-0004新丸子東3-1100-12

中原市民館からのお知らせ

若者cafe＠小杉
　若者の現状について気軽に意見
交換を行う場です。誰でも参加でき
ます。1月23日、2月27日の 土 曜、
13時〜16時。中原市民館で。
シニアの力で地域力UP 防災編

　「備える」をテーマに災害対応ゲー
ムやDIG（図上訓練）を通して地域を
知ります。1月23日、2月6日、27日
の土曜と2月14日㈰13時半〜16時。
全4回。おおむね50歳以上の25人。

中原市民館他で。 1月7日(消印有
効)までにハガキ、FAX、区ホームペー
ジで。［抽選］
親が就学前に知っておきたいこと

　小学校のことや子どもの発達につ
いて学びます。1月28日、2月4日、
18日の木曜、2月27日、3月5日の
土曜、10時〜12時。 全5回。 中原

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照 ワンポイント康健

第21回
インフルエンザにご用心!!

区役所地域保健福祉課☎744-3261、 744-3342

　突然の発熱、倦怠感、体の節々の痛みなどの症
状が強く出ます。肺炎や脳炎など、重症化するこ
ともあるので、注意が必要です。
★予防を実践しましょう
・予防接種　・うがい、手洗い　・十分な栄養と
休養　・人混みを避ける　・適度な温度、湿度
★予防接種による免疫ができるには２週間程かかります。流行シーズン前に
接種を済ませましょう。
★体調がすぐれないときは休養を取り、早めに医療機関を受診しましょう。

市民館で。20人。保育あり(要予約。
保険料1,000円。2歳〜就園前、10
人)。 1月8日(消印有効)までにハ
ガキ、FAXに第一子の年齢も記入 (保
育希望者は子どもの名前、ふりがな、
生年月日、性別も)して中原市民館。
区ホームページからも申し込みできま
す。［抽選］

下記の内容について、専門の相談員が相談に応じています（市民相談を除く）。
区役所地域振興課☎744-3153、 744-3346

困ったときは 区役所相談窓口へ

※法律相談は弁護士が問題解決に向けた法的助言をします。紛争相手との交渉、書
類の作成、審査など、相談の対象にならないものもあります。また、希望者が多い
場合は相談が受けられないこともあります。詳細は区役所地域振興課までお問い合
わせください


