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幸区民祭に行こう！

区役所総務課☎556-6603 555-3130
※当日の開催についてはテレドーム
　☎0180-99-1165（当日7時から）

　「心のふれあう ふるさとさいわい」をテーマに第3７回幸区民祭
を２日間にわたって開催します。ことしは、市の人口が150万人
を超えた記念のイベントや、スポセン祭りやプラザ祭りとの同時
開催など、内容が盛りだくさん。家族や友達を誘って、区民祭
を楽しんでみませんか。
※�10月5日㈭22時から8日㈰21時まで区役所駐車場は利用でき
ません。公共交通機関をご利用ください。また、当日の駐輪
場は戸手小学校のみとなります

第37回 ～150万人都市記念～

10時～16時
土

10 7 日8
区役所一帯で

開催

飲食、物品販売、献血
車、起震車による体験、
特設行政相談、古着・
小型家電回収など

出店コーナー
区役所駐車場他民謡・民舞・詩吟・新舞踊、モダンダンス、カラオ

ケ大会、書道・アートフラワーの展示など

市民館大ホールイベントなど

※掲載写真は昨年の区民祭の様子です

ドーム型ふわふわ、
遊びコーナーなど

キッズコーナー
ゆめ広場

ふわふわで遊ぼう

華麗な舞い美しい作品展示

一輪車演技、和太鼓、
空手演武、ダンスパフォーマンスなど

ゆめ広場中央 舞台

迫力ある和太鼓の演奏

同時開催 スポセン祭り

アンプティサッカー

7日：「ボッチャ体験」「アンプティサッカー (切断障害者サッ
カー )体験」などのパラスポーツ体験イベント、「川崎フロン
ターレイベント」、8日：「スポーツ教室発表会」「トレーニン
グバス体験」、施設(トレーニング室、体育館)の無料開放
※施設の無料開放利用者は室内履きを持参

幸スポーツセンター

竹細工など各種体験、おもちゃ
作り、赤ちゃんレース、作品展、
映画会、バザーなど
※時間：10時～15時

同時開催 プラザ祭り
さいわい健康福祉プラザ

 赤ちゃんハイハイ、
誰が速いかな

　平成９年から区内の身近な施設で、気軽に良質な音楽
に親しめるコンサートとして開催しています。今回、20周
年と150回を記念し、これまでの夢こんさぁと出演者がす
てきな音色をミューザ川崎シンフォニーホールで奏でます。
日時　11月3日㈷13時15分～16時15分終了予定（開場12時45分）
場所　ミューザ川崎シンフォニーホール
定員　1,000人（区内在住の人の優先枠があります）

9月29日（必着）までに往復ハガキに来場者の氏名（全員）と人数
（１枚で２人まで）、代表者の住所、電話番号を記入し〒212-8570幸
区役所地域振興課☎556-6606 555-3130。［抽選］
※就学前の子どもは入場できません。車いすを利用する人は申し込
みハガキにその旨を記入してください
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記念イベント
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⃝世界大会で何度も優勝した世界レベルのダブルダッチを披露
　～日本体育大学サークル乱

らんなわ

縄OB～ ゆめ広場中央舞台

⃝ＧＡＢＵによるパフォーマンス　
　～自称・夢見ヶ崎動物公園
　　専属アイドルグループ～

ゆめ広場中央舞台

⃝「広める市
し

歌
か

ない！ 伝える市
し

歌
か

ない！ 
　市歌でつなぐ川崎の輪」をテーマにした市歌の合唱・ＰＲ 
　～幸高等学校商業研究チーム～ 市民館大ホール
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市政だよりの見方 ： ＝日時、 ＝場所、 ＝対象・定員、 ＝費用　その他詳細、申し込み方法は市版5面参照

～夢見ヶ崎動物公園
魅力発信・体験イベント～

昼のイベント紹介

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

❶1歳児
歯科健診

10月
3日㈫

9:00
～

9:45

1歳前後の
乳幼児
30人

歯科健診と相談
9月15日から直接
か電話で地域支援
担当☎556-6693。

［先着順］

❷生活習慣
病予防相談 10月

23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

9月15日から直接
か電話で地域支援
担当☎556-6648。

［先着順］❸禁煙相談 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

パパもいっしょに！  スマイル♥マム
　ベビーマッサージをして子どもと
触れ合いませんか。 10月28日㈯
10時～11時半 古川保育園 就学
前の子どもと保護者20組 ９月28
日から直接か電話で古川保育園☎
522-6301。［先着順］

区役所地域支援担当
☎556-6648 555-1336

食生活改善推進員養成教室
　食生活改善に関するボランティアと
して、地域で活動する人を養成する
教室。 ❶10月10日㈫❷20日㈮❸
27日㈮❹31日㈫。❶❷❹は13時半
～16時、❸は9時半～13時、全4回。

いずれも区役所３階 調理実習の
み実費 全回受講できる15人 9月
15日から直接か電話で。［先着順］

幸市民館
☎541-3910 555-8224

幸区地域教育会議
市民館ジャック

　市民館を舞台に躍動する子どもた
ちが主体のイベント。みんなで協力し
てイベントを盛り上げます。 9月16
日㈯10時～15時 幸市民館。内容：
ダンス、チアリーディング、歌、出店
コーナーなど。
パパと子どもで
ママをおもてなし講座

　日頃頑張っているママのために、忙
しいパパも子どもと一緒に料理など
を通して、ママへのおもてなしをして
みませんか。 ❶10月21日㈯／目
利きのプロが教える魚料理❷28日㈯
／フラワーアレンジメントづくり❸11
月11日㈯／幸区産の食材を取り入れ

※ 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
できる場です。 ❶9月19日㈫、
10月10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)、
小向第7公園(小向西町1-65)❷9月26
日㈫南加瀬けやき公園(南加瀬4-35-
4)、戸手第1公園(戸手本町1-76-1)。
いずれも10時～13時。雨天中止。
プレパであそぼっ！ 放課後プレパ

　プレーパークは「自分の責任で自由
に遊ぶ」をモットーにした遊び場。子
どもの好奇心を大切に、外で伸び伸
び遊びませんか。 9月20日㈬、27
日㈬13時半～16時 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)。荒天中止。

区役所保育所等・地域連携
☎556-6718 556-6659

かわさきジャズ2017連携プログラム
「音あそび～ジャズでつながろう～」
　簡単な楽器作りの他、子どもと保
護者で楽しめる参加型の音遊びコン
サート。 10月21日㈯10時～11時
半 地域子育て支援センターふるい
ちば(古市場1-1) 就学前の子どもと
保護者40組 10月2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］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

たデザートづくり、❶❸は10時～13
時❷は10時～12時、 全3回。 ❶
❷は南部市場(南幸町3-126-1)❸は
日吉分館 小学生以上の子どもと男
性の保護者12組 各回1200円(1組
分) 9月28日までに直接、電話、ＦＡ
Ｘ、メール(88saisi@city.kawasaki.
jp)で。［抽選］

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) 10月3日㈫11時～11時半
❷おはなしの時間(幼児～小学校低学年
向け) 9月27日㈬、10月11日㈬15
時～15時半 いずれも幸図書館。
大人のためのおはなし会

　本を使わずに、大人が楽しめる「昔
ばなし」を語ります。 10月5日㈭10
時半～12時(開場10時15分) 幸市
民館2階音楽室 当日先着40人。

幸スポーツセンター
☎555-3011 556-0169

市民健康セミナー
「背骨コンディショニング体験」
　背骨のゆがみをとる独自の体操で、
つらい肩凝りや腰痛などを予防します。

9月20日㈬12時半～13時45分 幸
スポーツセンター2階小体育室 16歳
以上。タオル持参。動きやすい服装で。

幸区社会福祉協議会
〒212-0023幸区戸手本町1-11-5
☎556-5500 556-5577

区社会福祉大会
　地域福祉活動に尽力した人の表彰、
アルツハイマー型認知症と向き合う家
族の姿を描いた映画「折り梅」の上映。
障害者地域作業所の活動紹介や製品
のPR・販売も。 9月27日㈬13時～16
時 幸市民館１階大ホール。※車いす
で来場する人は事前にご連絡ください。
年末たすけあい運動

「慰問金」配分の申請
　9月1日現在、次のいずれかに該当
し、本人が市民税・県民税非課税で、
かつ区内在住の世帯は、審査を経て
慰問金を受け取れます（生活保護受給
世帯を除く）❶身体障害者手帳1・2級
の人❷療育手帳Ａの人❸精神障害者
保健福祉手帳1・2級の人❹要介護認
定4・5の人。詳細はお問い合わせくだ
さい。 10月31日（必着）までに申請
書(幸区社会福祉協議会などで配布中)
と必要書類を直接か郵送で。［選考］

さいわい健康福祉プラザ
後期講座（10月～30年1月）

　10月から順次開講 初心者向け。
市内在住の60歳以上 材料費実費

９月19日～25日（23日、24日を除く）
の9時～16時に、ハガキを持参し、直
接同プラザ２階☎541-8000 533-
8703。［抽選］

講座名（１人１講座まで）
アロマテラピー 
Ａ・Ｂ・Ｃ日程

『おくのほそ道』
を読む

料理教室 料理教室（男性向け）
はじめてのオカリナ 絵画入門Ａ・Ｂ日程
うたごえサロン 楽しいお菓子づくり
＊他に申し込み不要の講座もあります。
　詳細はお問い合わせください

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

9月
16日㈯

10:00～12:00 手作りおもちゃを作ろう 下平間 当日会場へ直接
11:00～12:00 わらべうたベビーマッサージ 幸 ☎ 544-1489

9月
30日㈯ 11:00～12:00 わらべうたベビーマッサージ 南加瀬 ☎ 588-6567

親子で楽しむリトミック 北加瀬 ☎ 599-6848
10月
14日㈯ 10:00～12:00 パパと遊ぶ簡単工作 南加瀬 当日会場へ直接

ピクニック
マルシェ

おいしいフードや
野菜、ドリンクも

動物園 
動物クイズや

ヤギ餌やり体験
など

ゆめみ
謎解き探検 

加瀬山の
謎を解く

子どもと大人も
楽しめる

ワークショップ 
ハンモックづくり

など（先着順）
森の演奏会 

突然始まる
生演奏

昼 の イ ベ ン ト

9月23日㈷
10時～16時
※荒天時は翌週

川崎のおいしいフード、楽しいワークショップ！芝生の上でピクニック！

夢見る星空キャンプ 検 索

　遊びながら動物公園や加瀬山周辺の自然を知り・学び、
忘れられない思い出を作ります。
※ 夜のイベント（有料）の参加は事前申し込み済みの人の

み。詳細は、
夢見る星空キャンプ実行委員会(伊

い

早
はやさか

坂)☎090-9149-
8811(平日10時～18時)。夢見ヶ崎動物公園☎588-4030 

588-4043


