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御幸公園梅香事業を進めています

区役所の新しい駐車場が
もうすぐ完成！

　区役所新庁舎建て替えに伴い、現在工事中の駐車場
が6月末に完成する予定です。10月には、駐車場の隣
に多目的広場が完成し、グランドオープンします。

区役所総務課☎556-6603、 555-3130

梅
うめかおる

香事業推進計画
を策定

　観梅の名所への復活を
目指し、市制100周年とな
る平成36年度までの計画
を策定します。

区内で撮影した区の木ハナミズキと区の花ヤマブキの写真を
区役所と日吉合同庁舎で展示します。

写真展実施後、区ホームページで写真を公開します。

6月15日～7月 8 日（開庁時間のみ）　区役所1階ロビーハナミズキ
7月15日～8月15日（開庁時間のみ）　日吉合同庁舎１階タウンホールやまぶき

区役所総務課☎556-6604、 555-3130

御幸の歴史講座など
を開催

　小向梅林と御幸地区の江戸
時代〜明治天皇行幸〜現在ま
での歴史・文化に関する講座・
写真展を開催する予定です。

5月現在の様子
（区役所側から撮影）

区役所北側玄関前 夢見ケ崎公園内

10月の完成イメージ

区の木 ハナミズキ 区の花 ヤマブキ

み ゆ き う め おか る

日時　6月16日㈭12時５分〜12時45分
場所　日吉合同庁舎1階タウンホールやまぶき
出演　デュオ・エスプリ(バイオリンとオーボエ)
曲目　シチリアーノ 他
定員　当日先着80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 美しい旋律を
お楽しみください

梅林の整備
　計画的な梅の植樹や
土壌改良により既存の
梅を含めた梅林を整備
していきます。

　区の北側に位置する小向一帯は、かつて梅の名所として栄え、観梅のため明治天皇が行
ぎょうこう

幸された歴史があります。
区では、梅林を復活させる取り組みとして、昨年度から区民と協働して「御幸公園梅香事業」をスタートしました。
梅の植樹をはじめ、地域住民、学校や企業などと連携して実施する今年度の主な取り組みを紹介します。
御幸公園アクセス　バス停「御幸公園前」下車すぐ

区役所道路公園センター☎544-5500、 556-1650

「しあわせあふれる幸区　区の木・区の花写真展」開催

　仕事やレジャーなどで選挙当日に投票所へ
行けない人は、公示日翌日から開設する期日
前投票所（区役所4階会議室・日吉合同庁舎1階
タウンホールやまぶき）をご利用ください。
期間　公示日翌日〜
　　　投票日前日
時間　８時半〜２０時
　　　（予定）
　詳細は、選挙時に
送付する案内をご覧
ください。

区選挙管理委員会
☎556-6604、

555-3130

夏に参議院議員通常選挙の予定

イックン

明
めいじてんのうりんこうごかんばいあとひ

治天皇臨幸御観梅跡碑

28年3月に植えた梅に
実がなりました！

あなたの1票
イカしましょう！
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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 7月5日㈫ 9:00～

9:45
1 歳 前 後 の
乳幼児30人

歯科健診と
相談

6月15日から直
接か電話で地域
支援担当☎556-
6693。［先着順］

生活習慣病
予防相談

7月25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

6月15日から直
接か電話で地域
支援担当☎556-
6648。［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

6月は「食育月間」です　～みんなで楽しく食べようよ。こころもあったかおいしいごはん

災害用非常食「簡単アレンジ」講座
～ローリングストック法のすすめ～

区民のアイデアを実現 ～提案型協働推進事業～

乳幼児と保護者が楽しいひとときを過ごせる場です
区役所保育所等・地域連携 ☎556-6718、 556-6659

パパっとサタデー

日 時 内 容 場所（こども文化センター）
直接か電話で

6月18日㈯
10:00～12:00 プラレールで遊ぼう(レールと

電車をたくさん用意) 下平間 当日会場へ直接

11:00～12:00

ベビーダンス 幸 ☎ 544-1489
わらべうた、ベビーマッサージ 北加瀬 ☎ 599-6848

6月25日㈯ わらべうた、ベビーマッサージ 南加瀬 ☎ 588-6567
ベビーダンス 小倉 ☎ 599-4153

7月2日㈯ 親子で楽しむ人形劇 下平間 ☎ 544-2925

7月9日㈯
10:00～12:00 水遊び(着替えとタオルを持

参してください) 南加瀬 当日会場へ直接

11:00～12:00 親子で楽しむ人形劇 北加瀬 ☎ 599-6848
たのしいえほんコンサート 幸 ☎ 544-1489

　毎月第１水曜に区役所などで使用済みてんぷら油を回収していま
す。回収された油が、せっけんやバイオディーゼル燃料になる仕組
みを解説します。会場へ直接。
日程　右表参照。いずれも時間は9時～12時、会場は1階ロビー
実施団体　かわさきかえるプロジェクト

区役所企画課☎556-6612、 555-3130

台所からはじめよう。資源循環の輪 日にち 場所
７月６日㈬ 区役所

８月３日㈬ 日吉合同庁舎

９月７日㈬ 区役所

10月５日㈬ 日吉合同庁舎

11月２日㈬ 区役所

12月７日㈬ 日吉合同庁舎

実施団体の井上代表

館音楽室で。30人。 6月15日10時
から直接か電話で。［先着順］
6月のおはなし会

　人形劇や紙芝居などを行います。2
歳以上向け。6月22日㈬15時～15
時40分(開場14時50分)。 幸市民館
音楽室で。当日先着40人。
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)…6月21日、7月5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)…7月
13日㈬15時～15時半。いずれも幸
図書館で。会場へ直接。

区役所地域ケア推進担当
☎556-6730、 556-6659

おでかけぽかぽか出張
青空子育て広場

　乳幼児と保護者が遊びながら交流
できる場。❶6月21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)。戸手第１公園(戸手本町
1-76-1)。❷7月5日㈫南加瀬けやき
公園(南加瀬4-35-4)。戸手第１公園。

❸7月12日㈫さいわいふるさと公園
わんぱくふれあいゾーン。小向第７公
園(小向西町1-65)。いずれも10時～
13時。雨天中止。会場へ直接。

区役所保育所等・地域連携
☎556-6718、 556-6659

日吉おやこであそぼうランド
　子育て講座❶「夏の健康」6月20日
㈪10時～11時。対象：0歳～就学前の
子どもと保護者20組。 6月16日ま
でに直接か電話で。［抽選］❷「どうやっ
てオムツからパンツになるの？」7月 
13日㈬10時～11時。トイレットトレー
ニングを行っているか、これから行う
子どもと保護者20組。 6月27日か
ら直接か電話で。［先着順］。いずれも
日吉合同庁舎2階で。
スマイル♥マム

　子どもと一緒にふれあいあそび。7
月16日㈯10時～11時半。夢見ケ崎
保育園で。就学前の子どもと保護者
20組。 7月1日から直接か電話
で夢見ケ崎保育園☎ 588-4130（平
日13時～16時）。［先着順］

幸市民館
☎541-3910、 555-8224

夏休み親子体験会（幸区文化協会）

時間　いずれも9時半～12時
対象　幼稚園・保育園年長～中学生
の子どもと保護者　費用　材料費(大
人のみ) 7月10日（必着）までに希望
講座、住所、保護者と子どもの氏名

（ふりがな）、学年、電話番号を記入
し、郵送で〒212-0023幸区戸手本
町1-11-2幸市民館。［抽選］

幸図書館
☎541-3915、 541-4747

大人のための朗読会～耳で聴く文学
　演目は「おもかげ（山本周五郎）」他。
7月2日㈯13時半～15時半。幸市民

※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
　介護に役立つ講演会「認知症の理解
とこころの病気」。講師：長谷川洋医師

（長谷川診療所）。7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30人。 6月15日から
直接か電話で。［先着順］

市消防防災指導公社
〒210-0846 川崎区小田7-3-1

☎366-2475、 366-0033

普通救命講習会
　心肺蘇生法や自動体外式除細動器

（AED）の取り扱いなどの講義と実
技。7月13日㈬13時半～16時半。幸
消防署で。30人。 6月30日9時か
ら直接か電話で。［先着順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

内容 日程 定員
ロマンドール
(粘土人形製作)

7月23日㈯
8人

茶道 7組
華道 10人
押し花

7月24日㈰
5組

パッチワーク 5組

ピアノ演奏 7月23日㈯、
    24日㈰ 各9組

対象　区内で事業を実施できる団体(町内会・自治会、NPO
法人、市民活動団体、企業など)
委託費　１事業あたり50万円以内
応募方法　6月17日(必着)までに申込用紙を直接か郵送。［選考］
※申込用紙は区役所・日吉合同庁舎などで配布中。区ホーム
ページからもダウンロードできます

〒212-8570幸区役所企画課
☎556-6612、 555-3130

　災害時の備えについての講話と、非常食にひと
手間を加える調理実習を開催します。
日時　７月21日㈭10時半～13時　場所　幸市民館
対象　小学4～6年生と保護者15組30人　持ち物 
エプロン、三角巾、手拭きタオル、子どもの上履き
実施団体　オーベルグランディオ川崎ガールズ会

6月30日（必着）までに申込用紙をFAXか、 
区ホームページで区役所危機管理担当
☎556-6610、 555-3130。［抽選］
※申込用紙は区役所などで配布中 写真提供：東京ガス㈱

あなたのアイデア 大 募 集

区民が提案し、区と協働で実施する取り組みを募集します。
▶幅広い世代が交流する

場づくりを支援する取り
組み

▶若い世代による町内会・
自治会活動の活性化に
つながる取り組みなど

募集テーマ　地域コミュニティーの活性化

ローリングストック法とは
非常食を定期的に食べ
て、食べた分を買い足し
ていく備蓄方法です
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