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子育て講演会 子育てに役立つ情報ツール

　母親クラブは、地域のベテランママ、子育て中の
ママなど地域の人たちが主体となって作っている交流
の場です。
　赤ちゃん相談会では、町内会・自治会などの地域の
人たちが、赤ちゃんの身体測定や相談をメインとし
て、親子が自由にくつろいだりおしゃべ
りができるスペースを作っています。

　子どもたちが外遊びできる場をつくろうと
活動している「夢見ヶ崎プレーパークをつくる
会」が「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに
した“プレーパーク”を開催しています。

「みゆきでプレパ！ 秋編」に参加してみよう
　工作やベーゴマ、落ち葉のプールなど、い
ろいろな遊びができます。日時 11月29日、12月6日、13日。いず
れも水曜の13時半～16時。場所 御幸公園(東古市場1)。荒天中止。

　地域のボランティアなどが、地域のい
ろいろな場所を使って、子どもを遊ばせ
ながら親同士がおしゃべりをしたり、友
達づくりができる交流スペースを作って
います。下平間にある「バンビひろば」
では、子育て経験豊富な民生委員児童
委員が気軽に話しかけてくれて、世代
間交流もすることができます。

　地域子育て支援センター「ふるいちば」
では、毎月第2火曜日に人形劇や手遊び
などのイベントや、第３土曜日にパパも
参加できる楽しいイベントを開催する他、
子どもたちが王子様やお姫様などに変身
して遊べる衣装を作って、楽しく過ごせ
る空間を作っています。

　子どもが歩む道、人生の途上で出
会うさまざまな大人が「親」となって、
その子を見守る。そんな、地域で子
どもを育むという子育て理念「道親」に
ついて学びます。
場所　幸市民館大会議室
講師　北村 年子 氏
(ノンフィクションライター )

直接、電話、FAXで
幸市民館☎541-3910 555-8224。

［事前申込制］

　プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」のホームゲームに招待し
ます。日時12月22日㈮19時5分試合開始、12月23日㈷16時5
分試合開始。いずれも大阪エヴェッサ戦。場所とどろきアリーナ。
対象・定員区内在住で各試合100組200人。座席は2階スタンド
自由。 12月1日（消印有効）までに往復ハガキ（希望日、住所、
氏名、電話番号を記入）、または申込専用HPで。〒212-8570
幸区役所地域振興課☎556-6705 555-3130。［抽選］
※中学生以下は保護者と来場。

　子どもの貧困対策の現状と課題、他都
市の実例から、地域づくりにつなげていく
ための必要な視点などについて学びます。
場所 区役所4階会議室
講師 湯浅 誠 氏(法政大
学現代福祉学部教授)
定員 200人

11月15日から直接、電話、FAXま
たは区ＨＰ(住所、氏名、電話番号を記入)
で区役所地域ケア推進担当
☎556-6730 556-6659。［先着順］

　区の子育て支援の詳細はこちらをご覧ください。

　区HPの中で子ども向けイ
ベントなどを紹介。

※「おこさまっぷさいわい」、「お散歩に行こうね！」もご覧になれます。

　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
だ冊子を区役所な
どで配布中。

　幸区の育児お役立ち情報
をギュッと集めたカレンダー。
毎月末に区役所で発行。

「幸区ご近所支え愛モデル事業」の
事例報告会（町内会・自治会活性化講座）

川崎ブレイブサンダース ホームゲーム区民招待

幸区こども・子育て情報

幸区民招待 抽選フォーム

　市では、子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域包括ケアシス
テムの構築に向け、取り組みを進めています。若い子育て世代の転入が増加している幸区では、さまざまな
子育て支援が行われているなか、地域全体で子育て世帯を応援する取り組みも進められています。

区役所地域ケア推進担当☎556-6730 556-6659

子育てサロン

プレパであそぼっ！
地域ボランティアによる子育てイベント

幸区地域教育会議・教育を語るつどい
「地域の子どもはみんなの子
～道

み ち お や

親と出会い育つ子どもたち～」
「地域づくりとしての

子どもの貧困対策を考える」
区内の子育て情報誌

「おこさまっぷさいわい」
子育てイベントカレンダー
「お散歩に行こうね！」

こども・子育て情報

　地域住民が主体となって行っている高齢者などの見守
り・支え合い活動について、８地区から報告があり、意
見交換を行いますので一緒に考えてみませんか。場所 区
役所4階会議室　コーディネーター 中澤 伸 氏(社会福祉法
人川崎聖風福祉会事業推進部長)　定員 200人　 11月15日から直
接、電話、FAXまたは区ＨＰ(住所、氏名、電話番号を記入)で区役所地域
ケア推進担当☎556-6730 556-6659。［先着順］

地域で育む子どものみらい

地域全体で
子育てを応援する
取り組み紹介

12／8㈮
15時～
16時半

11／19㈰13時半～16時 12／11㈪14時～16時

待っている間に
いろいろな人と
子育ての話が
できていい
ですね

保育園の先生も来るので、
保育園情報も聞けて参考
になります

※各開催場所など詳細は 
　「おこさまっぷさいわい」に掲載

兄弟・姉妹そろって
楽しませて
もらっています

母親クラブ・赤ちゃん相談会
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冬のおおきなおはなし会 12月9日㈯14時～14時40分(開場13時45分) 幸市民館大会議室 2歳以上、当日先着100人。 幸図書館☎541-3915 541-4747

平間駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定 行政サービス端末の終了と
各種証明書のコンビニ交付　11月1日㈬から、平間駅周辺

を放置自転車などの即時撤去を
行う自転車等放置禁止区域に
指定します。また、第5駐輪場
(414台駐輪可能)を新設し、第
1～5駐輪場は有料となります。

自転車・原動機付自転車の撤
去について：中原区役所道路公
園センター☎788-2311

788-1106。 駐輪場につい
て：建設緑政局自転車対策室
☎200-2303 200-3979

　ふろん太くん
と一緒にグラウ
ンド・ゴルフ大会
に参加してみま
せ ん か。 川 崎
フロンターレによるさまざまなアトラク
ションも盛りだくさんです。
場所 小向仲野町少年野球場(多摩川河
川敷内)　費用 100円　※会場へ直接

区役所地域振興課
☎566-6705 555-3130

　区役所・日吉出張所1階に
設置している行政サービス端
末 は12月28日㈭で終了しま
す。 住民票の写しなど各種
証明書は全国の主なコンビニ
で、マイナンバーカードを使
い取得できます。カード取得
や利用方法などの詳細はお問
い合わせください。

区役所区民課
☎556-6616 555-3149

横
須
賀
線

第5自転車等駐輪場
管理事務所

第2自転車
駐輪場 第4自転車駐輪場

第1自転車駐輪場

第3自転車駐輪場

輪

グラウンド・
ゴルフ大会

「幸フロンターレ
カップ」

12／9㈯
9時半～14時
荒天時は12月
17日㈰に延期

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

❶1歳児
歯科健診

12月
5日㈫

9:00
～

9:45

1歳前後の
乳幼児
30人

歯科健診と相談
11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 12月

25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

11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

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）
11月18日㈯ 10:00～12:00 ミニ運動会 下平間 当日会場へ直接

12月２日㈯

10:00～12:00 ミニコンサート 南加瀬 当日会場へ直接

11:00～11:40
親子で楽しむコンサー
ト（対象・定員：就学前の
子どもと保護者20組）

小倉
11月15日から
☎ 599-4153。

［先着順］

氏名、電話番号を記入)で。［抽選］

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。 ❶11月21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）
❷11月28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）
❸12月12日㈫、南加瀬けやき公園、
戸手第１公園。いずれも10時～13
時。雨天中止。

区役所保育所等・地域連携
☎556-6732 556-6659

日吉おやこであそぼうランド
　保育士と一緒に親子で遊びましょ
う。 12月12日 ㈫10時 ～11時
日吉合同庁舎2階 就学前の子ども
と保護者20組 11月15日から直接
か電話で。［先着順］

区役所道路公園センター
☎544-5500 556-1650

ネイチャーフェスティバル
　森の育成と再生について考える体

※ 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

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

さいわいテクノ塾
「LEDでひかるランタンをつくろう」
　科学を楽しく、より身近に感じるこ
とのできる教室です。東芝未来科学
館との協働により実施します。 12月
27日㈬14時～15時半 東芝未来科
学館(堀川町72-34) 区内在住か在
学の小学生40人(保護者同伴) 300
円 11月30日までに区HPで。[抽選]。
※抽選結果は12月15日までに全員へ
通知します。

区役所高齢・障害課
☎556-6654 555-3192

父子で楽しむサッカーイベント
　川崎フロンターレと一緒にサッカー
をしませんか。 12月10日㈰14時～
15時半 東芝小向体育館(小向東芝
町１)。 障害のある小・中学、高校生
と保護者20組。母子での参加も可能

12月1日までに電話かFAX(住所、

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

験イベント。ドングリのポット苗作り
や木工体験、鉄道模型など。 11
月26日㈰11時～15時。雨天中止
新川崎ふれあい公園(新川崎1) ネ
イチャーフェスティバル実行委員会☎
080-2710-1961 567-0396。

幸図書館
☎541-3915 541-4747

おはなしワールド
　英語と日本語で絵本の読み聞かせや
言葉遊びを行います。 11月15日㈬
15時～15時40分(開場14時45分)
幸市民館音楽室 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) 11月21日㈫、12月5
日㈫いずれも11時～11時半❷おはな

しの時間(幼児～小学校低学年向け) 
11月22日㈬、12月13日㈬いずれ

も15時～15時半 幸図書館
秋のいきいきシニア講座
「物忘れ改善の脳トレ」
　高齢者の健康特集を行う図書館で、
脳トレをしてみませんか。 12月8日
㈮10時～11時 幸市民館第1会議
室 40人 11月24日10時から直接
か電話で。［先着順］

日吉分館
☎587-1491 587-1494

気軽に聴ける朗読会
　本を耳から「聴いて」楽しんでみませ
んか。 12月2日㈯13時 半～15時
半 日吉分館第3・4学習室。演目「犬
小屋（向田邦子）」他。

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

1月15日～
3月19日の
月曜（2月12
日、26日を
除く）（全８
回）

10:45～12:00 16歳以上60人

各
4,850円 12月1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

ストレッチ＆簡
単ヨガ 13:30～14:45 16歳以上20人

フラ入門 1月9日～3
月13日の火
曜（全10回）

10:45～12:00 16歳以上60人 5,980円
12月2日★幼児スポーツ

広場
❶9:15～10:30 ２・３歳児と

保護者30組
各

6,200円❷10:45～12:00
やさしい健康体
操

1月10日～
3月14日の
水曜（全10
回）

10:45～12:00 30歳以上50人

各
5,980円

12月3日背骨コンディ
ショニング 12:30～13:45 16歳以上30人

★ピラティス 1月11日～
３月15日の
木曜（全10
回）

❶９:15～10:30 16歳以上
各50人 12月4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 1月12日～
３月16日の
金曜（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
12月5日

ウオーク＆
ランラン入門 9:15～10:45 16歳以上20人 4,850円

＊★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」「フットサル」
「親子スポーツ」「ジュニアダンス＆エアロ」「中級ランニング」「中級フラ」の教室も
あります。詳細はお問い合わせください

各締め切り（必着）までに往復ハガキで〒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4期スポーツ教室受講者募集
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