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・子育てサークル、自主保育グループ など
・保育園、幼稚園
☆区内で活動している団体が対象

利用できる方

無料利用料
利用時間 原則、平日の9時〜16時半

利用方法 予約制（利用希望日の2カ月前から前日まで）
☆利用当日は日吉合同庁舎1階で鍵を受け取ってください

　区では、子育て家庭が孤立感や不安感なく、安心して子育てが
できるよう、さまざまな取り組みを進めています。

　絵本の朗読と音楽をお楽し
みください。会場へ直接。
場所　日吉合同庁舎２階
出演　きむら ゆめこ
対象　乳幼児と保護者

区役所保育所等・地域連携
☎556-6718、 556-6659

たのしい
えほんコンサート

幸市民館・幸図書館
施設利用休止のご案内

　市民館・図書館は、10月17日〜29年5月
31日まで、大規模改修工事を予定しています。
工事期間中は、大ホールや会議室、図書館
など、施設の利用ができません。なお、次の
業務は引き続き行います。
市民館  生涯学習情報のご案内、ふれあい

ネット関連業務 など
図書館  利用者登録、予約図書･CDの貸出、

予約の受付、図書・CDの返却 など
幸市民館☎541-3910、 555-8224

　幸図書館☎541-3915、 541-4747

イラストは、幸区子育て情報誌編集委員（区民）
がデザインしました

　壁面に、夢見ケ崎動物公園の動物たち
や御幸公園の梅などをイメージした温かみ
のあるイラストを描きました。
　乳幼児健康診査や各種手続き
など、子どもと一緒に
区役所へお越しの際は、
ぜひご利用ください。

区役所保育所等・地域
連携☎556-6718、

556-6659

　子育て講座や人形劇など、区が主催する楽しいイベントを定期的に開催するほか、
子育てサークルや保育園などの活動場所としてもご利用いただけます。
ご利用いただくには、あらかじめ登録が必要です。

ゴーヤーを

　区役所、日吉出張所で、5月上旬から
ゴーヤーの種を配布します。夏の日差し
を緑のカーテンで遮り、節電にチャレンジ
してみませんか。先着300人。

区役所企画課
☎556-6612、

555-3130

育ててみませんか
日時　５月19日㈭12時５分〜12時45分(開場11時半)
場所　幸市民館１階大会議室
出演　藤井麻美(ソプラノ)、四条智恵(ピアノ)
曲目　Ave Maria 他
定員　当日先着160人
※座席が限られてい
ますので、立ち見に
なる場合があります

区役所地域振興課
☎556-6606、

555-3130
美しい歌声をお楽しみください

幸区役所3階
キッズルームがリニューアル

日吉合同庁舎２階に誕生
日吉おやこであそぼうランド

登録方法など、詳細はお問い合わせください
区役所地域ケア推進担当☎556-6730、 556-6659

6/2㈭
10時～
11時

かわいい動物と
背くらべが
できる身長計

区内の子育て情報誌 「おこさまっぷさいわい」
2016年版を発行します

　これから赤ちゃんを迎える人や子育て中の人が使い
やすい、乳幼児向けの子育て情報誌です。
　区内で子育て支援をしている団体の代表
者や区民が編集委員となって、公園の取
材や子育て情報を収集し、作成しました。
　区役所などで５月下旬から配布します。
区ホームページでも公開します。

区役所地域ケア推進担当
☎556-6730、 556-6659

子育て世帯を対象としたイベントは2面に続く
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健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1 歳 児
歯 科 健 診 6月7日㈫ 9:00～

9:45
1 歳 前 後 の
乳幼児30人

歯科健診と
相談

5月16日から直
接か電話で地域
支援担当☎556-
6693、 556-
1336。［先着順］

生活習慣病
予 防 相 談

6月27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

5月16日から直
接か電話で地域
支援担当☎556-
6648、 556-
1336。［先着順］

禁 煙 相 談 禁煙に関心
のある人2人 個別禁煙相談

会場はいずれも区役所3階
区役所地域支援担当☎556-6693、 555-1336健診案内保健福祉

センター

※乳幼児健康診査は対象世帯に郵送でお知らせします

7月14日の木曜、14時～16時、全5回。
幸市民館で。10人程度。 5月17日
10時から直接か電話で。［先着順］

幸図書館
☎541-3915、 541-4747

絵本の読み聞かせと紙芝居
　❶エプロンおばさんの絵本の時間
(乳幼児向け)…５月17日、6月7日の
火曜、11時～11時半❷おはなしの
時間(幼児～小学校低学年向け)…５月
25日、６月８日の水曜、15時～15時
半。いずれも幸図書館で。会場へ直
接。

日吉分館
☎587-1491、 587-1494

大人のための朗読会
～耳で聴く文学～

　６月５日㈰13時半～15時半。日吉
分館第３・４学習室で。演目「万太郎船

（山本周五郎）」他。会場へ直接。

※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

区役所地域支援担当
☎556-6648、 555-1336

認知症介護者教室「家族会」
　介護についての思いや悩みを話し
合える場です。6月14日㈫13時半～
15時。区役所3階ホールで。認知症
の人を介護している家族か認知症に
関心がある20人。 5月16日から直
接か電話で。［先着順］

幸市民館
☎541-3910、 555-8224

保育ボランティア研修
「子どもに元気をもらおう」
　市民館などで活動する保育ボラン
ティアになるための研修。6月16日～

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

幸スポーツセンター
〒212-0023 幸区戸手本町1-11-3
☎555-3011、 556-0169

東芝ブレイブサンダース
幸バスケットボール教室

　全日本級の選手から、直接指導を

受けてみませんか。6月21日～8月
9日の火曜、19時～21時、 全8回。
東芝小向体育館で（小向東芝町1）。
中学生以上35人。4,410円。 5月
21日（必着）までに、教室名、氏名、
住所、電話番号を記入し、往復ハガ
キで。［抽選］

５月は「自転車マナーアップ強化月間」です～『自転車も のれば車の なかまいり』～

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 6月20日～9月12

日の月曜
（6月27日、7月18、
25日、8月15、22
日を除く）（全８回）

10:45～12:00 16歳以上
60人

各
4,410

円
5月27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 7月5日～9月13日

の火曜
（8月16日を除く）
（全10回）

10:45～１2:00 16歳以上
60人

5,440
円

5月28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
6月30日～9月15
日の木曜

（7月28日、8月11
日を除く）（全10回）

❶9:15～10:30

16歳以上各
50人

各
5,440

円
5月30日❷10:45～12:00

レクレーショ
ンダンス

7月7日～9月15日
の木曜（8月11日を
除く）（全10回）

13:00～14:45

3Ｂ体操 7月8日～9月16日
の金曜

（8月12日を除く）
（全10回）

12:45～13:45
2歳～就学前
の子どもと
保護者20組

5,640
円 5月31日

ウォーク＆ラ
ンラン入門 9:15～10:45 16歳以上

20人
4,410

円

幸スポーツ
セ ン タ ー 第2期スポーツ教室案内

各締め切り（必着）までに、教室名、住所、氏名、電話番号を記入し、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

＊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」「ミニバスケットボール」「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」「中級ランニングセミナー」「中級フラ」
の教室もあります。詳細はお問い合わせください

場所  地域子育て支援センターふるいちば
対象  6カ月～１歳までの子どもと保護者25組

5月23日から直接か電話で地域子育て支援センターふるいちば
☎ 533-3378。［先着順］

区役所保育所等・地域連携☎556-6718、 556-6659

父親子育て講座（第３土曜開所）
赤ちゃんに語りかけながらマッサージをする「ベビーヨガ」

　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。
場所　富士見湯(幸町4-2)　
対象　3歳までの子どもと母親20組
持ち物　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
費用　子ども1人につき150円

5月30日から直接か電話で。
［先着順］

区役所地域ケア推進担当
☎556-6643、 556-6659

あかちゃん銭湯でコンニチワ！
　乳幼児と保護者が遊びながら交流できる場
です。いろいろな道具で遊べる他、赤ちゃん
とくつろげるコーナーもあります。いずれも
10時～13時。雨天中止。会場へ直接。

日にち 場所

5月17日㈫ 南加瀬けやき公園（南加瀬4-35-4）
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）

5月24日㈫ 戸手第1公園（戸手本町1-76-1）
さいわいふるさと公園わんぱくふれあいゾーン

5月31日㈫ 戸手第1公園　南加瀬けやき公園
6月14日㈫ さいわいふるさと公園わんぱくふれあいゾーン　南加瀬けやき公園

おでかけぽかぽか出張青空子育て広場

区役所地域ケア推進担当☎556-6730、 556-6659
6/18㈯
10時～
11時

6/8㈬
10時半～
12時半

スマイル♥マム 「親子コンサート」

場所　河原町保育園　対象　就学前の子どもと保護者40組
6月1日から直接か電話で河原町保育園☎ 522-6650。［先着順］
区役所保育所等・地域連携☎556-6718、 556-6659

　歌や手拍子で楽しい時間を過ごしませんか。

6/25㈯
10時～
11時半

パパっとサタデー
　土曜開催のイベントです。乳幼児と保護者が
一緒に楽しめる内容が盛りだくさん。

区役所保育所等・地域連携☎556-6718、 556-6659

日時 内容 場所（こども文化センター）
直接か電話で

5月21日㈯ 11:00～12:00 親子で楽しむコンサート 南河原 ☎ 511-4963
ベビーヨガ 小倉 ☎ 599-4153

10:00～12:00 段ボール迷路で遊ぼう 下平間 当日会場へ直接
5月28日㈯

11:00～12:00
ベビーダンス 南加瀬 ☎ 588-6567

6月4日㈯ ベビーヨガ 下平間 ☎ 544-2925
ベビーサイン 南河原 ☎ 511-4963

6月11日㈯ 10:00～12:00 ミニ運動会 南加瀬 当日会場へ直接

男性の
育児参加を

応援！
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