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地域の皆さんが主体となる取り組みです

　「幸区ご近所支え愛モデル事業」は、
町内会・自治会や民生委員児童委員を
中心とした地域の皆さんが「何らかの
支援を必要とする人」へ声掛けをした
り地域行事の参加を通じた見守り活
動をしたりする取り組みです。

　幸区では地域包括ケアシステムの「自助」、「互助」の取り組
みとして「幸区ご近所支え愛モデル事業」を進めています。

区役所地域ケア推進担当☎556-6730、 556-6659

事業の実施状況評価・検
証などについて、報告書
としてまとめました。 区
ホームページからダウン
ロードできます

29年度実施開始地域……
28年度実施開始地域……
27年度実施開始地域……

　区内全域での取り組みに向け、さらに実施地域を広げて
いきます。30年度に向け新たな実施地域を募集する予定
ですので、地域の皆さんの参加をお待ちしています。

みまもるつながる地域の輪

さらなる広がりに向けて

実施 地域
愛

あ い

幸区ご近所支え  　　モデル事業
  が広がります。

新規実施地域

継続実施地域

地域での声掛け
などで人間関係
が良好となり、
地域全体の意識
の高まりを感じ
ました。

町内会と民生
委員児童委員と
のコミュニケー
ションがさらに
良好になりまし
た。

取り組みを実施した皆さんの声

南河原地区
大宮町町内会

代表 中川潔 会長

南河原地区

柳町自治会

代表 西野恭一 会長

御幸西第2地区

古市場1丁目町会

代表 中村靖 会長

御幸東第1地区
戸手本町2丁目

町内会
代表 佐藤忠次 会長

日吉第1地区

北加瀬山崎町内会

代表 鈴木利一 会長

御幸東第2地区
河原町13・14・
15号棟自治会

代表 鏑木茂哉 会長

日吉第2地区
南加瀬夢見ヶ崎

町内会
代表 深瀬武 会長

御幸西第1地区

塚越3丁目町内会

代表 楢林幸一 会長

日吉第3地区

東小倉町内会

代表 成川慎一 会長

御幸西第2地区
古市場町内会

代表 金井弘年 会長

御幸東第1地区
戸手町内会

代表 錦見欣哉 会長

日吉第1地区
北加瀬谷戸町内会
代表 青山守 会長

御幸東第2地区
河原町4・5・6号棟自治会

代表 君和田孝 会長

日吉第2地区
南加瀬辻町内会
代表 深瀬勇 会長

御幸西第1地区
下平間みどり会

代表 三宅重治 会長

日吉第3地区
小倉上町内会

代表 田中晃 会長

29年度

支援の輪がさらに
広がります！

16地域
28年度

支援者343人

8地域27年度

支援者215人

3地域

新規8地域新規5地域

御幸西第2

御幸西第1

日吉第3

日吉第1

日吉第2
御幸東第1

御幸東第2

南河原

講演会 「地域で助け合いを広める鍵と方策」
（29年度幸区ご近所支え愛モデル事業第1回講演会）

　地域包括ケアシステムや地域での助け合いについて、全
国での取り組みなどを通して学びます。
日時　7月27日㈭14時～16時　場所　幸区役所4階会議室
講師　堀田力 氏（公益財団法人さわやか福祉財団会長）　定員　200人

7月1日から直接、電話、FAX、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］

　自助・互助について学び、地域で実践する人材を育成するための
講座です。高齢者の見守りの仕方、見守りのポイントなど具体的な
方法について学べます。
日時　7月13日㈭14時～16時（13時半受け付け開始）
場所　幸区役所4階会議室　対象　区在住、在勤、在学の人

直接、電話、FAXで区役所高齢・障害課☎556-6619、
555-3192。［事前申し込み制］

地域での支え合い、一緒に考えてみませんか。
29年度第1回 幸区ご近所支え愛モデル事業実践講座
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毎月第2・4土曜日の午前中は、区役所の一部窓口をオープンし、転入・転出などの手続きを受け付けています。 

日時　６月15日㈭12時5分～12時45分
場所　ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流室
出演　井後優弥(ピアノ独奏)
曲目　「バター付きパン」他
定員　当日先着140人
※11時半から会場前で整理券を配布。定員にな
り次第、入場をお断りさせていただきます。
�区役所地域振興課☎556-6606、 555-3130

ピアノの音色を
心ゆくまでお楽し
みください

　６月は食育月間です。日頃の食事を振
り返ってみませんか。保健福祉センターで
は食育に関するいろいろな取り組みをして
います。
・プレママクッキング（妊娠中の食生活に
ついての実習）…毎月（８月・１2月は休み）
・離乳食教室…毎月
・幼児食教室…毎月（８月・１月は休み）
・食生活改善推進員
（食のボランティア）養成教室…年１回
開催日程、申込方法など詳細はお問い合
わせください。
�区役所地域支援担当☎556-6693、
555-1336

プレママクッキング

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

❶
1歳児

歯科健診
7月
4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、
555-1336。［先着順］

❷
生活習慣病
予防相談 7月

24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、
555-1336。［先

着順］
❸

禁煙相談
禁煙に関心
のある人2人 個別禁煙相談

会場は❶は区役所3階、❷❸は区役所2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

時間(幼児～小学校低学年向け)…6月
2８日、7月12日の水曜15時～15時
半。幸図書館で。
6月のおはなし会
　人形劇やパネルシアターなど、趣
向を凝らしたおはなし会です。2歳以
上向け。6月30日(金)15時半～16時�
(開場15時20分)幸市民館音楽室で。
当日先着40人。

幸市民館
〒212-0023幸区戸手本町1-11-2

☎541-3910、 555-8224

子育てママを応援する
保育ボランティア入門講座
　市民館などで活動する保育ボラン
ティアの入門講座です。6月29日～7
月27日の木曜、10時～12時。全5回。
内容：保育に必要な基礎知識・子ども
の成長に合わせた関わり方他。講師：
三星とく子氏（子育てアドバイザー）、
ＮＰＯ法人グローイン・グランマ他。幸
市民館で。20人。 6月15日10時

※�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
☎556-6693、 555-1336

プレママクッキング・
マザーズブラッシング
　妊娠中の食生活とお口のケアについ
て、講話や実習を通じて学べます。
６月２２日㈭９時半～13時40分(受け付
け9時15分～ )区役所３階栄養室・歯科
室で。区内在住で、妊娠５～８カ月の
妊婦。 直接か電話で。［事前申込制］

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)…6月20日、7月４日の
火曜、11時～11時半❷おはなしの

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　この機会に運動が不足しがちな生活を見直し、健康づくりに役
立ててみませんか。握力測定・上体起こし・長座体前屈などを行い、
体力を判定します。
日時　６月25日㈰９時半～11時
場所　幸スポーツセンター大体育室
対象　市内在住・在学・在勤の
　　　小学３年生～７９歳の人
�区役所地域振興課☎556-6609、 555-3130

区民体力
　テストの

から直接か電話で。［先着順］
夏休み親子体験会

時間：いずれも9時半～12時。　場所：
幸市民館　対象：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、

保護者と子どもの氏名（ふりがな）、学
年、住所、電話番号を記入し、ハガキで。
［抽選］

区役所保育所等・地域連携
☎556-6718、 556-6659

パパっとサタデー広場
　パパも一緒に遊びましょう！❶プラ
レールで遊ぼう…6月17日㈯下平間
こども文化センター。❷水遊び…7月
8日㈯南加瀬こども文化センター。区

内在住の乳幼児と保護者。いずれも
10時～12時。

パパも一緒にスマイル♥マム
「親子コンサート」
　子どもと一緒に保育園で楽しいひ
とときを過ごしませんか。6月２４日㈯
10時～11時半。就学前の子どもと
保護者40組。河原町保育園で。 6
月15日から直接か電話で河原町保育
園。☎ 522-6650［先着順］
日吉おやこであそぼうランド
「子育て講座」
　❶親子あそび・パネルシアターなど
…6月29日㈭。❷乳幼児の健康講座
…7月12日㈬。日吉合同庁舎２階で。
いずれも10時～11時。就学前の子
どもと保護者。各回先着20組。 ❶
は6月15日から❷は6月26日から直
接か電話で。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
17日㈯

11:00～12:00

ベビーダンス 幸 ☎５４４-１４８９
ベビーヨガ 南河原 ☎５１１-４９６３

６月
２４日㈯

親子で楽しむ人形劇 南加瀬 ☎５８８-６５６７

親子で楽しむリトミック 小倉 ☎５９９-４１５３

７月
１日㈯ ベビーダンス 幸 ☎５４４-１４８９

７月
８日㈯

わらべうたベビーマッサージ 南河原 ☎５１１-４９６３
親子で楽しむ人形劇 北加瀬 ☎５９９-６８４８

集い 心もあったか
おいしいごはん！

日程 内容 定員

7月
22日㈯

陶磁器人形づくり
（ロマンドール) 10組

華道 10人
腹話術 15組
茶道 7組

7月
23日㈰

押し花 10組
パッチワーク 5組

7月
22日㈯、
23日㈰

幸区の
歴史を学ぶ 各15組

ピアノ 各6組

　これから赤ちゃんを迎える人や子
育て中の人に必要な情報を盛り込
んだ冊子です。子育て支援団体や
区民が編集委員となって、お出掛
けスポット、相談・交流の場、利用
者の体験談などを掲載しています。
区役所などで配布中。区ホームペー
ジからもご覧になれます。
区役所地域ケア推進担当

☎556-6730、 556-6659

2017年度版配布中
区内の子育て情報誌
「おこさまっぷさいわい」


