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中原区の花パンジー

12月1日

お間違えのないように

日 頃 から 安 全・安 心 の 取り組 み を
ながらスマホはダメ。
ゼッタイ。

空き巣被害急増中！

それでもあなたは
“ながら”スマホをやりますか？

空き巣の侵入手段を知って対策を！

歩きスマホによる事故件

空き巣の
侵入手段

数が増えています。特に駅
構内での歩きスマホは人と
の接触事故だけではなく、
階段や線路への転落事故

下見で
生活パターン
を把握

住人が
留守の
ときを狙う

につながります。

ながらスマホの事故事例

塀や庭木で
外からの
見通しの悪い
住宅を狙う

○歩きスマホ
・駅ホームに入ってきた電車と接触し、軽傷で済ん
だが電車に約40分の遅れが生じた

ガラス破り、
サムターン回し、
ピッキング
……

・駅ホームに転落し電車にひかれて死亡
○自転車のりながらスマホ
・接触事故で5,000万円の損害賠償
・遮断機の降りている踏切に侵入して電車にはねられ死亡

中原区内の空き巣被害件数

・事故を起こした場合は 過失傷害…30万円以下の罰金または科料

平成28年1〜9月末

39件

※平成27年度同期は20件

重過失傷害…5年以下の懲役もしくは禁固また

被害に遭わないためのポイント

は100万円以下の罰金の刑事罰が科せられる
可能性があります

●戸締まりをしっかりとする…ごみ出しなどのわずかな外出時間でも戸締

・自転車運転講習の受講…
「危険行為」
を３年以内に２回以上繰り返すと受

まりをする

講しなければなりません
（受講料5,700円）
。受講しないと５万円以下の

●明かり、視認性を確保する…センサーライトを設置する

罰金を命ぜられます

●侵入に時間がかかる工夫をする…窓に補助鍵を取り付ける

冬に流行する感染症にご注意ください！
ノロウイルスを
はじめとする
感染性胃腸炎
＜症状＞

＜予防方法＞
しょう。 特に調理や食事の前やトイレ後は重要
です。

ウイルスや細菌

❷便や吐物の適切な処理…患者の便、おう吐物

などを原因とする

は、マスク・エプロン・手袋などを着用して適切に

感 染 症 で、 吐 き

処理し、衣類や床などが汚染された場合は家庭

気やおう吐・下痢、 用塩素系漂白剤で消毒しましょう。
腹痛などの症状が

❸十分な加熱…食品は中心部まで十分加熱
（85

あらわれる。

～90℃で90 秒以上）
しましょう。

※最新の流行状況は

インフルエンザ

❶手洗いの徹底…こまめに石けんで手を洗いま

＜予防方法＞
❶手洗いの徹底…こまめに石けんで手を洗いましょう。
ひ ま つ

突然の高熱
（38℃

いために、マスクを着用しましょう。

以上）
、咽頭痛、頭

❸適度な湿度の保持…室内では加湿器などを使用して、適

痛、 筋肉 痛、 倦 怠

度な湿度
（50％～60％）
を保ちましょう。

けんたい

感などから、呼吸器 ❹人混みや繁華街への外出を控える…人混みや繁華街への
症状まで。また、消

外出を控えることも重要です。

化器症状を伴うこと

❺予防接種…効果が期待できるまで約2週間かかるといわ

もある。

れていますので、早めの接種を検討しましょう。

川崎市感染症情報発信システム
（KIDSS） 検索

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

テレビ なかはらスマイル

ラジオ Enjoy★なかはら

水曜 21:30~21:39/土曜 16:00~16:09/日曜 10:30~10:39

第1・3金曜 11:15~11:45

かわさきFM
（79.1MHz）

放送予定：なかはらまち探検、子ども未来フェスタ、 ゲストを招き、区内の魅力や
帰宅困難者対策訓練、多摩川マイペース大会他
※放送内容は変更する場合があります。

イベントを紹介します。

区役所企画課☎ 744-3149、

区役所衛生課☎744-3280、

744-3342

中原地区消防出初式

なかはらメディアネットワーク 12月
イッツコムチャンネル
（地デジ11ch）

せき

❷飛沫感染対策としての咳エチケット…周りの人にうつさな

＜症状＞

744-3340

消防出初式の前半は表彰式、後半
は参加部隊の分列行進や一斉放水、
幼年消防クラブの演技、住吉高校の
チアリーディングなどを行います。
日時 １月８日㈰10時～11時半
場所 等々力緑地 催し物広場
中原消防署予防課☎411-0119、

●編集：中原区役所企画課 ☎744-3149、

744-3340

干支の引継ぎ

411-0238

ここからなかはら区版です

2016（平成28）年

12月1日号

川崎市民と一体と
なったクラブを
目指します

地域
振興課
とどろきアリーナをホームとするバスケットボールチームを紹介します！
9月からとどろきアリーナをホームアリー

チームです。
チームカラーは
「情熱の赤」
「フェアプレーの

ました。前身の
「東芝ブレイブサンダース神

白」
「チームに関わる全ての人達の団結力の

奈川」はNBL時代の2013〜2016の３シー

黒」
を表現しています。今期は
「B.LEAGUE初

ズンで２度優勝している強豪チームです。

代王者」
と
「天皇杯優勝」
を目標にしています。
川崎ブレイブサンダースと川崎のまちをど

B.LEAGUEの開幕に伴い
「川崎ブレイブサ
ンダース」
になりました。日本代表が4人所

んどん盛り上げていきましょう。
区役所地域振興課☎744-3323、

ロードしてください。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

地域に根ざした活動︑
青少年の育成に
寄与します

ナとする
「東芝ブレイブサンダース神奈川」
が

属し、B.LEAGUE優勝候補にも挙げられる

「川崎ブレイブサンダース」
としてスタートし

区役所地域振

興課☎744-3282、 744-3346。
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

区 版 なかはら
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バスケットボールを通じて
地域社会の活性化に
貢献します
篠山竜青キャ

プテン

ブレイビーくん

北卓也ヘッドコーチ

744-3346

る
ンダースによる
川崎ブレイブサン
によ
ス
ー
ダ
サ
川崎ブレイブ

室
バスケットボール教

対象・定員 小学生40人

ブレイブサンダースの公式試合の

参加費 1,000円

前にバスケットボール教室を開催しま
てぃーずびー

の試合と体験会。2月5日㈰9時〜13

す。T's-B
（ブレイブサンダースOB）

新城南口商店街
「はら酒店」
店主か

時。法政大学川崎総合グラウンド
（木

にバスケットボールの楽しさを教えて

ガキに❶氏名・ふりがな❷年齢❸電

らワインの基礎を学びます。1月19

月大町6-1）
で。交流大会は5人制と3

もらいませんか。

話番号を記入し〒211-0052中原区

日㈭14時〜16時。アートホーム村上

人制、体験会は個人。いずれも市内

日時 12月24日㈯12時半〜13時半

等々力1-3とどろきアリーナ☎798-

2階｢天 秤 座｣
（新 城3-1-15）で。20

在住・在学の小学生。雨天中止。

場所 とどろきアリーナ

5000、 798-5005。
［抽選］

ソムリエが教えるワインの基礎

歳 以 上14人。500円。

1月6日

12月15日から1月20日(必 着)まで

（必 着）まで に 往 復 ハ ガ キで〒211-

に区役所で配布中の申込用紙を直接、

8570中原区役所地域振興課☎744-

郵送、FAX、区ホームページで〒211-

3161、 744-3346。
［抽選］

8570中原区役所地域振興課☎7443323、 744-3346。
［事前申込制］

市民健康の森
❶12月18日㈰花苗植え付け❷1月
15日㈰樹木の手入れ。いずれも9時
に市民健康の森入り口広場集合。軍
手持参。雨天中止。
康の森を育てる会☎

中原区市民健
788-6579。

区役所地域振興課☎744-3324、
744-3346。
井田山の未来を考えるワークショップ
緑地を歩いて調査した後に、保全・

「親亡き後を見据えて
〜その時の準備を考える〜」

ジで。
［抽選］

*川崎授産学園
☎433-7773、 430-0132
〒211-0004新丸子東3-1100-12

☎888-3131、 888-3138
〒213-0014高津区新作1-19-1

クリスマスお楽しみ会

「親亡き後」
を見据え、当事者や家

小学校生活を知り、子どもの成長に

族、周囲の人たちが必要な準備とは

ついて考え・学び合う講座です。1月

12月16日㈮16時半〜18時。当日会

何かについて考えます。12月16日㈮

13日、20日、2月3日、3月3日 の 金

場へ直接。

14時〜16時。区役所5階会議室で。

曜、10時 〜12時 と2月26日 ㈰10時

区役所高齢・障害課☎744-3296、

〜14時、全5回。中原市民館で。20

現代的でシャープなデザインを学び

744-3345。

人。300円。保育あり
（要予約、10人

ま す。 ❶月曜クラス…1月16日、30

程度、保育保険料1,000円）
。

12月

日、2月13日、3月6日 ❷金曜クラス

26日
（必着）
までにハガキ、FAX、ホー

…1月13日、27日、2月10日、24

ムページで。
［抽選］

日。❶❷いずれも13時半〜15時半。

上小田中南公園ふれあい体操
第１
・
３木曜10時〜10時半
（祝日休）
。

やすい靴と汚れてもよい服装で参加し

上小田中南公園
（上小田中5-4-4）
で。

てください。12月17日 ㈯14時 〜16

雨天中止。当日直接。

区役所地

時。14時に市民健康の森入り口広場

域 支 援 担 当 ☎744-3308、

集合。

3196。

建設緑政局みどりの協働推

3319、 200-3679。

親が就学前に知っておきたいこと

管理などの意見交換を行います。歩き

進課☎200-2365、 200-7703。

12月16日
（必着）
までに往復ハ

744-

子どもたちが直面している
「貧困・虐
り、笑顔があふれる地域を目指して一

1月11日㈬13時半〜15時40分。区

短期講座「着物モダンリメイク」

18歳以上、各クラス20人。各クラス

平和・人権学習
待・いじめ」
などの実情と支援方法を知

認知症サポーター養成講座

クリスマスソングやバルーンショー。

6,200円
（全４回分）
。

12月15日か

ら直接か電話で。
［先着順］
大人の３カ月教室

緒に考えましょう。1月20日〜3月24日

スタジオプログラムやアクアプログ

12月

の金曜、14時〜16時、全10回。中原

ラムを３カ月単位で行うスクールレッス

時半出発。11時ごろ解散。住吉神社

15日から電話かＦＡＸで区役所地域支

市民館で。25人。300円。 1月5日(消

ンです。

〜橘公園〜木月八幡公園。雨天延期

援担当☎744-3293、 744-3196。

印有効)までにハガキ、FAX、
ホームペー

施設。
［先着順］

歩こう会
1月8日㈰8時に住吉神社集合、8

（1月15日㈰）
。

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

役所5階会議室で。80人。

［先着順］

平間スポーツレクリエーションクラブ活動日程

食育講演会
子どもと大人を対象に、人生を豊
かにする
「食」
を学びます。1月21日㈯

守衛室☎744-3192。
アプリで武蔵小杉駅周辺の子育て
情報を発信

10時〜11時 半。 区 役 所5階 会 議 室
で。60人。

12月15日から電話

かＦＡＸで区役所地域支援担当☎744-

武蔵小杉駅周辺地域で
の子育て情報発信実証事

3268、 744-3196。
［先着順］

業として、かわさき子育て

武蔵小杉駅周辺地区に新設する
小学校名を募集します

アプリを活用した実証事業を実施して
います。地域の子育て情報がお手持

平成31年度に開校予定の小学校名

ちのスマートフォンからいつでも確認

を募集します。募集期間…12月27日

できます。ぜ

12月15日から直接、体育

㈫まで。応募資格…区内在住、在学、

ひホームペー

在勤の人。

ジから
「か わ

ジに掲載している応募用紙で〒210-

さき子育てア

0004川崎区宮本町6番地川崎市教

プリ」
をダウン

育委員会教育環境整備推進室☎200-

ハガキかホームペー

種 目

日 程

時 間

場 所

参加費

平間小学校
特別活動室

500円

12月3日㈯
1月7日㈯
2月4日㈯

10:00〜11:30

12月10日㈯

14:00〜15:30

1月14日㈯

10:00〜11:30

卓球広場

12月3日㈯、17日㈯
1月7日㈯、21日㈯
2月4日㈯

高校生以上
平間小学校
200円
10:00〜12:00
多目的教室 中学生以下
100円

気功教室
講師：
東田樹治

12月24日㈯
1月28日㈯

10:00〜11:30

健康体操
ヨガ教室
講師：
高山ひろみ

平間小学校
特別活動室

500円

※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

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

武蔵小杉駅北口階段下 ☎722-8685

