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77,764世帯
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区 版さ い わ い01 幸区ホームページ　http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

　全日本級の元選手、元コーチから、直接指導を受けてみ
ませんか。
日時	 6月20日～8月8日の火曜、19時～20時半、全8回。
場所　東芝小向体育館（小向東芝町1）
対象　中学生以上35人　受講料　4,850円

5月30日（必着）までに、教室名、氏名、住所、電話番号を記入し、往復ハガキで幸スポー
ツセンター〒212-0023	幸区戸手本町1-11-3☎555-3011、 556-0169。［抽選］

　リーグ全18チーム中最速でチャンピオンシップへの出場を決めた川崎ブレイ
ブサンダースは、Ｂリーグ初代王者を目指し、チャンピオンシップに挑みます。

※会場など詳細は、
区役所地域振興課☎556-6705、 555-3130　

	 5月13日㈯、14日㈰
	 5月19日㈮、20日㈯
	 5月27日㈯

《
日
程
》

　区役所の建て替えに伴う一連の工事が外構
工事をもって完了しました。
　また、昨年10月から大規模改修工事により
施設利用を休止していた市民館・図書館は6月
1日から通常利用を再開します。なお、図書館
は5月26日から31日まで蔵書整理などに伴い休
館します。※休館中は返却ポストが利用できます
区役所総務課☎556-6603、 555-3130、

　幸市民館☎541-3910、 555-8224、
　幸図書館☎541-3915、 541-4747

区役所周辺がさらに快適に！
～区役所建て替えなど一連の工事が完了！～

新区長の石渡です
　４月１日付けで幸区長に就任しました。平成２６年度か
らの２年間、副区長を務め、ミューザ川崎シンフォニー
ホールやラゾーナ川崎プラザ、夢見ヶ崎動物公園など
の賑わいと安らぎの調和した幸区の魅力にふれること
ができました。
　幸区は町内会・自治会の加入率が市内で最も高いほ
か、地域防災力の強化やお互いを見守り支え合う取り
組みが進むなど、地域の方々の強い結び
つきを実感しております。
　これからも区民の皆さまが「住んでいて
よかった・いつまでも住み続けたい」と思っ
ていただけるまちづくりに努めてまい
りますので、ご支援、ご協力をお願
いします。

石
いしわた
渡伸

のぶゆき
幸　幸区長

川崎ブレイブサンダース
幸バスケットボール教室

Ｂリーグ
地区優勝おめでとう！！

篠山キャプテン

地区チャンピオンの実力を発揮しシーズンクライマックスへ 歩道が広がり
植栽が充実して開放的に！

地元チーム
川崎ブレイブサンダース

を応援しよう！

ゆめ広場が平成28年秋に完成
芝生の緑も深まってきました！

新庁舎が
平成27年春に完成

川崎ブレイブサンダース 検 索

空調設備などの
大規模改修工事が5月末に
終了し、市民館・図書館の

利用が快適に！

ベンチと区役所敷地に入る
通路が増えて

快適性と利便性が向上！

区役所市民館・図書館
イメージ図

準々決勝
準決勝
決勝

イメージ図

6/1㈭
利用再開
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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』～

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1歳児
歯科健診

6月
6日㈫

9:00
～
9:45

1歳前後の乳
幼児30人 歯科健診と相談

5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 6月

26日㈪
9:30
～
10:00

5人
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

がある人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

9日㈮、13時～15時半。幸市民館
1階ロビーで。100円(コーヒーや紅
茶など飲み物代)。

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4日㈰13時半～15時半。日吉
分館3階第３・４学習室で。70人程度。
演目「茶屋知らず物語（岡本かの子）」
他。［当日先着］

健康福祉局庶務課
☎200-2500、 200-3925

ふくしまつり
　福祉クラブ生活協同組合による模
擬店や福祉活動の紹介、チャリティー
イベントなどを行います。6月4日㈰
10時半～14時。下平間春風公園（下
平間180）で。雨天中止。
福祉クラブ生活協同組合☎045-

547-1400、 045-547-1414。

※�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）。6月29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。5月
15日から直接か電話で。［先着順］

幸市民館
☎541-3910、 555-8224

誰でもカフェ in 幸
　毎月第２金曜に、地域交流や仲間
づくりを目的に開催しています。6月

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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

幸スポーツセンター第2期スポーツ教室案内

　子育て講座や親子であそびまショーなど、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。利用には事前に団体登録が必要です。登
録方法や予約方法など、詳細はお問い合わせください。

　栄養士が離乳食を始める時期やすす
め方のポイントを説明します。
対象　5カ月～1歳ぐらいまでの子どもと
保護者20組

5月15日から直接か電話で区役所保育所等・
地域連携☎556-6732、 556-6659。［先着順］

子育て講座「離乳食のすすめ方」

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

日 時 内 容 場所（こども文化センター） 直接か電話で

5月20日㈯ 10:00～12:00 新聞紙で遊ぼう 下平間 当日会場へ直接

11:00～12:00

ベビーヨガ 幸 ☎ 544-1489

5月27日㈯ ベビーサイン 南河原 ☎ 511-4963
親子で楽しむコンサート 北加瀬 ☎ 599-6848

6月3日㈯ 親子で楽しむコンサート 下平間 ☎ 544-2925

6月10日㈯ 10:00～12:00 子どもの体のはなし 南加瀬 当日会場へ直接
11:00～12:00 ベビーサイン 北加瀬 ☎ 599-6848

パパっとサタデー

　子どもと保護者が楽しみな
がら交流できる場です。
　6月13日は栄養士による栄
養相談があります。
場所� 幸市民館2階児童室
(入退室自由)
対象� 0～3歳くらいまでの
子どもとその保護者
�幸市民館☎541-3910、
555-8224

6/13㈫
6/27㈫
10時～12時

　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18組
費用　子ども１人につき150円
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
6月1日から直接か電話で区役所地域ケア推進担当

☎556-6643、 556-6659。［先着順］

エプロンおばさんの絵本の時間(乳幼児向け)
おはなしの時間(幼児～小学校低学年向け)
場所　いずれも幸図書館
�幸図書館☎541-3915、 541-4747

6/14㈬
15時～
15時半

絵本の読み聞かせ 6/6㈫
11時～
11時半

5/30㈫
10時～
11時

6/9㈮
10時半～
12時半

子育てを しもう楽

あかちゃん銭湯でコンニチワ

ゴーヤーを育ててみませんか
　区役所、日吉出張所で、5月15日㈪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200人。
区役所企画課☎556-6612、 555-3130

利用について
利用できる団体
・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
利用時間　平日の9時～16時半　利用料　無料
利用方法　予約制
団体登録について　 区役所地域ケア推進担当
☎556-6730、 556-6659
利用申請について　 日吉出張所地域振興担当
☎599-1121、 599-9955

日吉合同庁舎２階

日吉おやこであそぼうランド

さいわい
子育て広場

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19日～9月

11日の月曜
（6月26日、7
月17、24日、
8月14、28日
を除く）全８回

10:45～12:00 16歳以上60人

各
4,850円

5月
26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4日～9月

12日の火曜
（8月15日を除
く）全10回

10:45～12:00 16歳以上60人 5,980円
5月
27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
6,200円

❷10:45～12:00

親子スポーツ
7月5日～9月
13日の水曜
（8月16日を除
く）全10回

9:15～10:30 3･4歳児と
保護者各40組 5月

28日
やさしい健康体操 10:45～12:00 30歳以上50人

各
5,980円

★ピラティス 7月6日～9月
1 4日の木曜
（8月17日を除
く）全10回

❶9:15～10:30 16歳以上各50人 5月
29日

❷10:45～12:00
レクリエーション
ダンス 13:00～14:45 16歳以上50人

3Ｂ体操 7月7日～9月
1 5日の金曜
（8月11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 6,200円 5月

30日ウォーク＆
ラン・ラン入門 9:15～10:45 16歳以上20人 4,850円

中級フラ
6月17日～8月
26日の土曜
（8月12日を除
く）全10回

10:45～12:00 16歳以上60人 5,980円 5月
31日

＊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、2講座受講する人を除き、両方を申し込むことはできません
＊受講者以外の入室・見学はできません（フットサルは除く） 
＊「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」「ジュニアダンス＆エアロ」「背骨コンディショニング」「ランニングセミナー」の教室
もあります。詳細はお問い合わせください


