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　区では、子育て中の保護者を対象
としたさまざまな交流イベントを開催
しています。一緒に子育てをする仲
間を見つけてみませんか。地域で広げよう子育ての輪

パパっとサタデー おでかけぽかぽか
出張青空子育て広場

　子育て支援をしている関係団体や機関が協力して開催します。楽しい遊びを通して、地域の人
たちや保護者同士が触れ合うイベントです。会場へ直接。荒天中止。

　乳幼児と保護者が楽しいひとときを過ごせる場です。

　乳幼児と保護者が外
遊びをしながら交流で
きる場です。会場へ直
接。雨天中止。

子どもたちが大喜びの新聞ちぎり

焼きマシュマロの体験も

　区内の市民活動団体を楽しみ
ながら知ることができます。展
示や活動の実演などを行う他、
お茶を飲みながら交流できるカ
フェコーナーも用意しています。
会場へ直接。
区役所地域振興課
☎556-6606、 555-3130

　第５期幸区区民会議では、暮らしやすいま
ちの実現と、区民自らが地域課題の解決を
図るために、２年間活動を行いました。その
成果を提言としてまとめ、発表します。また、
会場では「自転車運転シミュレーター」なども体
験できます。
定員　当日先着50人程度
区役所企画課☎556-6612、 555-3130

日 時 内 容 場所（こども文化センター）
直接か電話で

2月20日㈯

10:00～12:00 オカリナ＆ピアノのミニコンサート 下平間 当日会場へ直接

11:00～12:00

ベビーダンス 幸 ☎ 544-1489
親子で遊ing 下平間 ☎ 544-2925
親子で楽しむ
コンサート 南加瀬 ☎ 588-6567

3月5日㈯ 11:00～12:00
ベビーヨガ 幸 ☎ 544-1489
わらべうた

ベビーマッサージ 南加瀬 ☎ 588-6567

3月12日㈯

10:00～12:00 お　つき 南加瀬 当日会場へ直接

11:00～12:00
ベビーダンス 下平間 ☎ 544-2925
親子で楽しむ
コンサート 小倉 ☎ 599-4153

日にち 場所
2月16日㈫ さいわいふるさと公園わんぱくふれあいゾーン（新川崎7）

2月23日㈫
戸手第１公園（戸手本町1-76-1）
南加瀬けやき公園（南加瀬4-35-4)

3月8日㈫ さいわいふるさと公園わんぱくふれあいゾーン
※いずれも時間は10時～13時	

幸区市民交流イベント
さいわいみんなの交流広場 第5期幸区区民会議フォーラム

２月20日（土）
区役所1階

芸術、環境、防災などさまざまな分野の市民団体
が出展します

当日は参加者の皆さんとの
意見交換の時間もあります

同時
開催

13時～16時（開場12時半） 14時～15時

みんなで子育てフェアさいわい
 ２月27日（土）
10時～15時

幸市民館

区役所こども支援室☎556-6730、
555-1336

ボランティアによる
手作り劇場

「ふるいちば劇場」

　絵本の読み語りや劇、「作って遊ぼ
う」など、子どもと一緒に楽しめます。
2月20日㈯10時～11時半。地域子
育て支援センターふるいちばで。就
学前の子どもと保護者。会場へ直接。

●ふれあいコーナー…手形取り、折り紙、あや取り、けん玉など
●遊びコーナー…簡単なおもちゃ作り、親子体操、段ボール迷路など
●体験コーナー…手作りおやつの試食、バルーンアートなど
●学びコーナー…健康情報コーナー、幼児安全講座「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）体験」

内
容
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健診名 日程・受付時間 対 象 内容・費用など

1 歳 児
歯 科 健 診 3月1日㈫ ９:00～

９:45
1歳前後の
乳幼児30人

歯科健診と
相談

2月15日から
直接か電話
で。［先着順］

生活習慣病
予 防 相 談 3月28日㈪ 11:00～

11:15

５人
医師・保健師・栄
養士・歯科衛生
士が個別相談。
健診データ持参

2月16日から
直接か電話
で。［先着順］

禁 煙 相 談 禁煙に関心の
ある２人 個別禁煙相談

区役所地域保健福祉課☎556-6648、 556-6659
会場はいずれも区役所3階健診案内保健福祉

センター

＊いずれも幸スポーツセンター（★印は石川記念武道館）で実施
＊申込者多数の場合は各締め切り日の翌日10時に抽選
＊定員に満たない場合は各締め切り日の翌々日10時から直接か電話で受け付け
＊❶と❷がある場合は、両方を続けて受講する意思のある人以外は両方を申し込

むことはできません
＊「ストレッチエクササイズ」「3B体操」「バドミントン」「ストレッチ＆簡単ヨガ」
「フットサル」「親子スポーツ」「ジュニアダンス＆エアロ」「やさしい健康体操」「背
骨コンディショニング」「中級フラ」「ミニバスケットボール」「ランニング」の教室
もあります。詳細はお問い合わせください

第1期スポーツ教室案内幸スポーツ
セ ン タ ー

教室名 日程 時間 対象･定員 受講料 締め切り
エンジョイフラ 4月4日～6月

6日の月曜（4
月25日、5月
23日を除く）、
全８回

10:45～12:00 16歳以上60人

各4,410円 3月4日
★ヨガ ❶９:15～10:30 16歳以上

各50人❷10:45～12:00
ジャズダンス 10:15～11:45 16歳以上30人
マットサイエンス 19:30～20:45 16歳以上50人
フラ入門 4月5日～6月

14日の火曜
（5月3日を除
く）、全10回

10:45～１2:00 16歳以上60人 5,440円
3月5日★ 幼児スポー

ツ広場
❶9:15～10:30 ２ ･３歳児と保

護者各30組 各5,640円
❷10:45～12:00

★ピラティス 4月7日～6月
16日の木曜

（5月5日を除
く）、全10回

❶9:15～10:30 16歳以上
各50人

各5,440円 3月7日❷10:45～12:00
レクレーション
ダンス 13:00～14:45 16歳以上50人

各締め切り（必着）までに往復ハガキで
〒212-0023幸区戸手本町１-11-3　幸スポーツセンター☎555-3011、 556-0169

※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☎556-6693、 555-1336

「花いっぱい講習会」を３月７日㈪13時半～15時40分、区役所4階会議室で開催します。

日時　2月28日㈰9時～12時　場所　西御幸小学校
対象　区内在住か在学の小学生
申込方法　各学校で配布される申込書を各学校へ提
出。申込書は地域振興課でも配布しています

区役所地域振興課☎556-6609、 555-3130

　町内会・自治会などで結成された自主防災組織、
関係機関、行政が連携しながら、実践的な訓練を
行います。
日時　2月20日㈯9時～11時15分。雨天決行
場所　塚越中学校　内容　避難所運営訓練、応急救護訓練、起震車体験など

区役所危機管理担当☎556-6610、 555-3130

初期消火訓練

幸区 春の防災訓練

10時半～12時半。みよしゆ(古市場
1846)で。3歳までの子どもと母親
20組。せっけん、シャンプー、バス
タオル、着替えなど入浴に必要な物
と子どもの飲み物を持参。子ども1人
につき100円。 3月2日から直接か
電話で。［先着順］

区役所高齢・障害課
☎556-6619、 555-3192

認知症サポーター養成講座
　❶養成講座…2月29日㈪。認知症に
ついての知識と支え方を学びます。❷
フォローアップ講座…3月8日㈫。養成
講座を受講し、さらに理解を深めたい
人が対象です。❶❷いずれも13時半
～15時。各30人。区役所4階第4会
議室で。 2月15日から直接か電話で。

［先着順］

総合企画局臨海部国際戦略室
☎200-2945、 200-3540

未来の医療をつくる場所
「キング スカイフロント」展示会
　アルツハイマー病、難治がんの治
療法や、最先端の介護・医療ロボット
の研究機関など、川崎臨海部の「キン
グ スカイフロント」の今について、パ
ネル展示などで分かりやすく紹介しま
す。2月15日～26日、区役所1階ロ
ビーハナミズキ展示コーナーで。詳
細はお問い合わせください。

※講座などによっては区内在住の人
が優先となる場合があります

区役所地域振興課
☎556-6606、 555-3130

さいわいトライサイエンス実験教室
　日本アイ・ビー・エムの協力による体
験型の実験教室を開催します。3月5
日㈯13時～17時。かわさき新産業創
造センター新館「NANOBIC」(新川崎
7-7)で。区内在住か在学の小学5～中
学3年生40人。 2月22日までに区
ホームページで。[抽選]。※抽選結果
は3月1日までに全員に通知します
夢こんさぁと

　バイオリン・キーボード・ピアノ・パー
カッションによる印象的なサウンドをお
楽しみください。2月18日㈭12時5分
～12時45分(開場11時半)。 幸市民
館大会議室で。当日先着160人。出
演:T

チ ー ム コ ン プ

eamComp-。

区役所地域保健福祉課
☎556-6643、 556-6659

あかちゃん銭湯で
コンニチワ！  

　赤ちゃんと一緒に入浴後、赤ちゃ
んをボランティアに預けて、お母さん
はゆっくり入浴できます。3月11日㈮

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　平日の開庁時間内での相談の他、時間外にも相談を受け付けます。相
談時間は約30分です。
日時　❶平日時間外：２月1日～１2日の17時～19時半
　　　❷土曜：２月6日、１3日の9時～12時
場所　区役所2階児童家庭課
対象　28年度利用申請したが保留となった人
内容　保育所や認可外保育施設（川崎認定保育園など）の利用相談・案内

事前予約制。必ず電話で予約をしてください（❶は当日１２時まで❷は前
日17時まで）。区役所児童家庭課☎556-6731、 555-1336。※上記
日時以外で相談希望の人は、電話でお問い合わせください

28年度保育所等利用保留の人へ相談のお知らせ

紙ヒコーキ大会

教育委員会生涯学習推進課
〒210-8577川崎区宮本町６

☎200-3303、 200-3950

社会教育委員会議専門部会の
市民委員を募集

　今後の幸市民館における各種事業
の企画・実施について調査や審議をし
ます。資格・人数・任期…市内在住1
年以上で20歳以上の区民1人（市職
員・市付属機関委員は除く）。5月1
日からおおむね2年間。 2月29日 
(消印有効)までに、応募用紙に小論文 

（2,000字程度、様式自由)を添えて直
接か郵送で。［選考］。選考結果は４月
上旬までに応募者全員に通知。小論
文テーマなどの詳細は区役所などで
配布するチラシか市ホームページで。

幸市民館
☎541-3910、 555-8224

ビブリオバトルに挑戦
発表者・見学者募集

　お気に入りの１冊の本を紹介する発

表者と投票で順位をつける見学者。
❶3月5日㈯…進め方の解説。❷3月
19日㈯…書評合戦。❶❷いずれも
14時～16時。幸市民館で。発表者
…❶❷とも参加できる10人。見学者
…❷のみ40人。 2月16日10時から
直接か電話で。［先着順］

日吉分館
☎587-1491、 587-1494

日吉合同庁舎の休館
　2月20日㈯は設備点検のため休館し
ます。ふれあいネット端末と1階の行政
サービス端末も休止となります。

石川記念武道館
☎ 544-0493

合気道の技で護身術を学ぼう
　運動不足解消にもお勧めです。3月
12日㈯16時半～17時40分。石川記
念武道館柔道場で。中学生以上の30
人。動きやすい服装で。 2月16日か
ら直接か電話で。［先着順］

区役所地域振興課☎556-6609、 555-3130

　28年度の区民提案事業について、公開プレゼンテーションを行います。
各団体の創意工夫に富んだ提案を傍聴してみませんか。選ばれた提案は、
区と協働で実施します。
日時　３月８日㈫14時～17時半ごろ（開場13時45分・入退室自由）
場所　幸市民館大会議室

区役所企画課☎556-6612、 555-3130

～28年度プレゼンテーション～提案型協働推進事業 傍聴してみませんか

子どもと
触れ合う


