
熱中症に注意…日傘や帽子の活用、小まめな休憩、水分・塩分の補給など、効果的な暑さ対策で熱中症を防ぎましょう。 編集：幸区役所企画課（☎556-6612 555-3130）
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お互いの顔が
すぐに浮かぶ
まちづくりを 
目指します

地域住民とともに取り組む

地域でどんな
ことをするの？ どのように事業を進めるの？

　地域住民が主体となって「気にな
る高齢者」への声掛けや地域行事の
参加を通じた見守り活動などを実践
します。

　地域住民や学識経験者などを
構成員とした推進会議を年４回
程度開催し、モデル事業の全体
的な進め方について協議し、情
報の共有と課題の検討を行って
いきます。
　実施地域ごとに、町内会・自
治会役員や民生委員児童委員などを構成員とした部会を年
４回程度開催し、地域課題の整理や対象者の把握、地域で 
できる支援内容を計画し、実施していきます。

５月９日に今年度初の推進会議
を開催

見守り活動を点か
ら面へと拡大し、
地域全体がお互
いに支え合うまち
を目指します

2年目となる今年
は、 地 域 住 民 が
交流できる新たな
場づくりにも取り
組んでいきたい

河原町団地の高齢
化率は50％を超え
ている。ご近所だ
からこそできる見
守り活動を、今後
も続けていきたい

民生委員児童委員
はもちろん、隣近
所で声を掛け合っ
て、暮らしやすい 
地域にしていきたい

28年度は実施地域を
拡大して進めます

　27年度から実施している３地区に新たに５地区 
を加え、幸区民生委員児童委員協議会の地区 
割りの全８地区で事業を展開します。

日吉第3地区　実施地域 ▼東小倉
代表 ▼成川 慎一 町内会長
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御幸西第1地区　実施地域 ▼塚越3丁目
代表 ▼楢林 幸一 町内会長

幸区ご近所支え     モデル事業愛

　地域包括ケアシステムの構築について学
び、幸区独自で取り組んでいるご近所での支
え合いについて、一緒に考えてみませんか。
場所　幸区役所4階
講師　田中 滋 氏（慶應義塾大学大学院名誉教

授･市地域包括ケアシステム連絡協議会座長）
定員　200人

7月11日から直接か電話かFAXか区
ホームページで区役所地域ケア推進担当 
☎556-6730、 556-6659。［先着順］

7月25日㈪　14時～16時半

日吉第2地区　
実施地域 ▼南加瀬夢見ヶ崎

代表 ▼深瀬 武 町内会長

　幸区役所では、地域包括ケアシステムの「自助」「互助」
の取り組みを進めるため、27年度から「幸区ご近所支え
愛モデル事業」を実施しています。

区役所地域ケア推進担当☎556-6730、 556-6659

私たち民生委員児童委員も、

一緒に取り組んでいます

地域包括支援セン
ターや社会福祉協
議会など、関係機
関とも協力し合い
ながら進めます

日吉第1地区　実施地域 ▼北加瀬山崎
代表 ▼鈴木 利一 町内会長

愛着のあるこの地
域を、いまよりもっ
と暮らしやすいま
ちに。楽しみなが
ら取り組みます

御幸西第2地区　実施地域 ▼古市場1丁目
代表 ▼中村 靖 町会長

27年度にスタート
したときから注目し
ていた。地域みん
なで一丸となって、
進めていきたい

御幸東第1地区　実施地域 ▼戸手本町2丁目
代表 ▼佐藤 忠次 町内会長

御幸東第2地区　
実施地域 ▼河原町13・14・15号棟

代表 ▼鏑木 茂哉 自治会長
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南河原地区　実施地域 ▼柳町
代表 ▼西野 恭一 自治会長

5

27年度の実施状況をまとめた事例集を
区役所で配布中

実施地域▼
南加瀬夢見ヶ崎
村田 清子 さん

実施地域▼
北加瀬山崎

伊藤 アヤ子 さん

実施地域▼
塚越3丁目

楢林 照江 さん

実施地域▼
柳町

中原 敏子 さん

講演会
地域包括ケアシステムの構築に向けて

幸区ご近所支え愛モデル事業について
パネルディスカッション
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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

8月
2日㈫

9:00～
9:45

1 歳 前 後 の
乳幼児30人

歯科健診と
相談

7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 8月

22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

7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

7月15日～8月15日まで、日吉合同庁舎１階で「しあわせあふれる幸区　区の木・区の花写真展」を開催します。 区役所総務課☎556-6604、 555-3130

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

7月16日㈯
10:00～
12:00 野菜スタンプでうちわを作ろう 下平間 当日会場へ直接

11:00～
12:00

親子で遊ing 南加瀬 ☎ 588-6567

7月30日㈯
ベビーヨガ 南河原 ☎ 511-4963
ベビーサイン

小倉 ☎ 599-4153
8月6日㈯

親子で楽しむコンサート
親子で遊ing 南河原 ☎ 511-4963

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。 7月15日から直
接か電話で。［先着順］

日吉分館
☎587-1491、 587-1494

ストーリーテリング夏のおはなし会
　絵本を使わず物語を語り聞かせます

（4歳～小学生向け）。7月22日㈮11
時～12時（開場10時半）。 日吉分館
和室で。当日先着25人。

幸図書館
☎541-3915、 541-4747

夏の大きなおはなし会
　人形劇や手遊びなど、趣向を凝らし
たおはなし会。8月3日㈬15時～15
時45分（開場14時45分）。 幸市民館
1階大会議室で。2歳以上向け。当日
先着100人。
ようこそ　こわいおはなしの世界へ

　夏の夜に、「ぞくっ」とする話を語りま
す。8月6日㈯18時半～19時半（開場

18時15分）。幸市民館2階音楽室で。
小学生以上向け。当日先着40人（小
学生は保護者同伴）。

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
「親子ふれあい体操」
　リズムに合わせて楽しく体を動かそ
う。7月28日 ㈭10時 ～11時。 日 吉
合同庁舎2階で。1歳半～就学前の子
どもと保護者20組。 7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、 272-6699

普通救命講習会
　心肺蘇生法や自動体外式除細動器

（AED）の取り扱い方法などの講義と
実技。受講者には修了証を交付しま
す。8月13日㈯9時～12時。幸消防
署で。30人。 7月28日から直接か
電話で（平日9時～16時半）。［先着順］

分：各月の前期（1日～15日）または後
期（16日～月末）。※申請できるのは
期間中の１区分のみ。内容によって
は展示をお断りする場合があります。
詳細はお問い合わせください。 7
月29日（必着）までに利用申請書を直
接か郵送で〒212-8570幸区役所地
域振興課。［抽選］。※申請書は区役
所で配布中。区ホームページからダ
ウンロード可

区選挙管理委員会
☎556-6604、 555-3130

投票所の変更
（御幸中学校・塚越中学校）
　第24回参議院議員選挙
では、御幸中学校と塚越中
学校内の投票所を、いずれも体育館
から武道場に変更します。投票にお
越しの際は、ご注意ください。

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。8月17日㈬13時半～

※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

区役所企画課
☎556-6612、 555-3130

幸区提案型協働推進事業
公開プレゼンテーション

　28年度の区民提案事業について、
選考のための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。7月23
日㈯15時半～17時半ごろ(開場15時
15分・入退室自由)。幸区役所4階第
4会議室で。会場へ直接。

区役所地域振興課
☎556-6606、 555-3130

幸区役所1階ロビーハナミズキ
展示コーナーの利用者募集

　市民活動団体の作品や活動報告
などを展示してみませんか。対象：展
示を希望する個人または団体。利用
期間：28年10月～29年3月。利用区

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

イックン

日時　7月30日㈯9時半～12時　場所　夢見ヶ崎動物公園
対象　区内在住の小学3～4年生と保護者10組20人

7月15日から直接か電話で区役所衛生課☎556-6681、 556-6659。［先着順］

　エコについての展示、体験、学習イベントです。小学生の
夏休みの宿題にも生かせます。会場へ直接。
日時　8月４日㈭10時半～15時(受付開始１０時）
場所　幸市民館１階大会議室、2階第１～4会議室他
内容　ソーラーハウス作り、ソーラー
カー作り、パソコン分解・組立体験、 
牛乳パックでカメラ作り、万華鏡作り、
マイエコバッグ作り、ごみ分別ゲーム、
水素自動車MIRAIの展示、使用済み 
てんぷら油回収、わくわく水族館他
※事前申込などが必要なイベントがあります。詳細はお問い
合わせください。

区役所企画課☎556-6612、 555-3130

　市長が皆さんから意見を聴く「区民車座集会」を開催します。
時間・場所　1６時～1７時１０分（開場１５時半）、区役所４階第４会議室
対象・定員　区内在住・在勤・在学か区内で活動している人１５人
募集テーマ　「地域防災について」

　プレパは「自分の責任で自由に遊ぶ」を
モットーにした遊び方です。子どもの好奇
心を大切に、外でのびのび遊びませんか。
時間はいずれも13時～17時。会場へ直接。

区役所地域ケア推進担当☎556-6730、 556-6659

間近で餌やり体験

楽しくエコを学ぼう

８月26日金

昨
年
１０
月
１７
日
に

開
催
し
た
幸
区
役

所
で
の
車
座
集
会

　ロープを使った遊びや水遊びなどを楽しもう。雨天中止。
日時　7月29日㈮10時～13時半　場所　夢見ヶ崎公園展望台広場（慰霊塔前）
対象　小学生までの50人程度（小学2年生以下は保護者同伴）
費用　100円（材料費・保険料）

7月15日10時から直接か電話で日吉分館☎587-1491、 587-1494。［先着順］

７月２９日17時（必着）までに市ホームペー
ジか、区役所などで配布中の申込書をFAXで
サンキューコールかわさき☎200-3939、 200-
3900。または申込書を直接か郵送で〒212-8570

幸区役所企画課☎556-6612、 555-3130。
［抽選］。当選者にはハガキ、FAX、メールの
いずれかで通知します。保育（事前申込制）、手
話通訳あり。詳細はお問い合わせください。

サマープレパ
日にち　7月25日㈪、26日㈫
場所　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）

みゆきでプレパ！
日にち　 8月1日㈪、
2日㈫、3日㈬
場所　御幸公園（東古市場1）

プレパ
で

あそぼ
っ！

　ペットとの接し方、動物園の仕事など、子どもと一緒に
楽しみながら考え体験してみませんか。飼育員がガイドする
園内ツアーも。雨天決行。

市長と 意 見 交 換 しませんか


