
毎月第2・4土曜の午前中は、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。 編集：幸区役所企画課（☎556-6612 555-3130）

幸区統計データ （平成31年1月1日現在）

16万7,191人
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　区では、かつて明治天皇が行幸された歴史ある小向
梅林の復活に向け、町内会や子ども会など地域のみ
なさんとともに「御幸公園梅

うめかおる

香事業」を推進しています。
今年度の観梅会は、音楽・和太鼓演奏をはじめ、盛り
だくさんの内容です（小雨決行、ただし、小雨の場合、
植樹式、梅鑑賞会、クイズラリーのみ実施）。

区役所企画課☎︎556-6612 555-3130
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10時～
招待者（寄付者）
による梅の植樹

植樹式

　今年の「さいわいハナミズキコン
サート」は幸市民館で開催します！　
クラシックアンサンブルから吹奏楽、
和太鼓演奏まで、公募で選ばれた
多様な演奏家が集まる音楽の祭典で
す。大ホールで迫力ある生の音楽を
体感してみませんか。
日時　�2月16日㈯13時15分～16時15

分終了予定(開場12時45分)
場所　幸市民館大ホール
定員　当日先着840人
区役所地域振興課

☎556-6606 555-3130

御
幸
公
園

観
梅
会

①10時半～ ②12時半～
日本梅の会�大坪会長が
御幸公園の梅を解説

①11時～御幸中学校吹奏楽部
② 12時～第二ひかり幼稚園
　　　　和太鼓クラブ彩鼓奏

13時～
小向獅子舞保存会に

よる演舞

※イベント内容は変更になる場合があります

10時～14時
梅に関するクイズに
答えて、景品をゲット！
当日先着200人

梅鑑賞会

音楽・和太鼓演奏

小向獅子舞
13時半～
喜楽亭笑吉が
登壇

寄席（落語）

クイズラリー

梅のお菓子や甘酒、
軽食などの

販売も行います！

～第１２回幸区民音楽祭～　さいわいハナミズキコンサートを開催します！

チェルキオ�カルテット／
ソプラノとサクソフォンとピアノ

和華太鼓／
和太鼓演奏

木村眞一朗・柳下柚子デュオ／
ギターとサクソフォン

桃瀬茉莉ヒーリングジャズデュオ／
ピアノとサクソフォン

アルエム弦楽合奏団／
弦楽アンサンブル

©平舘平
市立塚越中学校吹奏楽部／

吹奏楽

市営バス「川73系統」または「川74系統」、
東急バス「反01系統」にて、
「御幸公園前」で下車
※�駐車場はありませんので、公共交通機
関をご利用ください

御幸公園アクセス

10時～14時
当日先着
200人（無料）

野
の

点
だて

茶会



区 版 さいわい2019（平成31）年　2月1日号　No.1202ここからさいわい区版です 02

インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症が流行しています。手洗い・うがいで予防しましょう。せきがでるときはマスクをつけ、周囲に広げないよう気をつけましょう。

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1歳児
歯科健診

3月5日
㈫

9:00
～

9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

歯科健診と相談
2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
相談 3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

2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 2人 個別禁煙相談

会場は区役所
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

どもと母親20組。せっけん、シャン
プー、バスタオル、オムツ、着替え
など入浴に必要な物と子どもの飲み
物持参 子ども１人につき150円 2
月25日から直接か電話で。［先着順］

幸市民館
〒212-0023幸区戸手本町1-11-2

☎541-3910 555-8224

さいわい学びのひろば
　市民館で行った講座や事業の発表
会と、幸市民館・日吉分館で活動して
いる市民グループと参加者の交流会
を行います。 3月3日㈰13時半～
16時15分 幸市民館大会議室 当
日先着50人。
幸文化センター祭

　幸文化センターで活動しているサー
クルが中心となり、演技・展示・実技・
ふれあいの4部門で日頃の成果を発
表します。 3月9日㈯9時半～17
時、3月10日㈰ 9時半～16時 幸
市民館。

教室名 曜日 回数 締め切り
エンジョイフラ 月 8 3月1日
フラ入門 火 10 3月2日
親子スポーツ 水 10 3月3日
レクレーションダンス 木 10 3月4日
３Ｂ体操 金 10 3月5日
サタデーフラ 土 10 3月6日
＊他にも次の教室があります。「ストレッチエ
クササイズ」「ヨガ」「ジャズダンス」「マットサ
イエンス」「ミニバスケットボール」「バスケッ
トボール」「初心者バドミントン」「初中級者バ
ドミントン」「ストレッチ＆簡単ヨガ」「フット
サル」「幼児スポーツ広場」「機能改善フィット
ネス」「ジュニアダンス＆エアロ」「やさしい健
康体操」「背骨コンディショニング」「ピラティ
ス」「ウオーク＆ラン・ラン入門」「中級ランニ
ングセミナー」

石川記念武道館
☎ 544-0493

市民健康セミナー
「身体ほぐしの健康カラテ体操」
　空手の突き・受け・膝上げ・蹴りの動
作で骨盤まわりを動かし、体のバラ
ンスを整えます。タオル持参。動き
やすい服装で。 2月27日㈬13時～
14時15分 石川記念武道館 16歳
以上３０人 2月16日から電話か直接。

［先着順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

※ 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。 ❶2月19日❷3月
12日の 火 曜、10時 ～13時。 雨 天
中止 ❶は、さいわいふるさと公園

（新川崎7）、戸手第1公園(戸手本町
1-76-1)❷は、さいわいふるさと公園、
小向第7公園(小向西町1-65)。
あかちゃん銭湯でコンニチワ！

　赤ちゃんと一緒に入浴後、
赤ちゃんを幸区赤十字奉仕
団のボランティアに預けて、
お母さんはゆっくりと入浴ができます。

3月7日㈭10時半～12時半 多賀
良湯（下平間223） 3カ月～3歳の子

幸図書館
☎541-3915 541-4747

２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月
15日㈮15時半～16時 (開場15時20
分) 幸市民館音楽室 2歳以上、当
日先着40人。
絵本の読み聞かせ  

　エプロンおばさんの絵本の時間(乳
幼児向け)… 2月19日㈫、３月５日
㈫、11時～11時半。おはなしの時間
(幼児～小学校低学年向け) … 2月
27日㈬、3月13日㈬、15時～15時
半 いずれも幸図書館。

幸スポーツセンター
☎555-3011 556-0169

第1期スポーツ教室案内
　4月～6月の教室の参加者を募集し
ます。日時、受講料、対象・定員、申
し込み方法など詳細はお問い合わせ
ください。

日時 内 容 場所
3月2日

㈯ 10:00～
12:00

ひな祭りコンサート
（オカリナ＆ピアノ）

下平間こども
文化センター 当日会場へ

直接3月9日
㈯ お餅つき 南加瀬こども

文化センター

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 ☎556-6672 556-6659

パパっとサタデー

第14回　みんなで子育てフェアさいわい

市民活動交流イベント
「はぴ☆フェスさいわい」開催

川崎ブレイブサンダース
ホームゲーム区民招待

　楽しい遊びを通して、地域の人たちや保護者同士がふれあうイベントです。子育て支援をしている関係団体や機関が協力して開催します。親子で1日遊べ
ます。ぜひ遊びに来てください。荒天中止。

日時　2月23日㈯10時～15時（受け付け9時半～14時半） 
場所　幸市民館
内容　○ 遊び・体験コーナー…新聞ちぎり、バルーンアート、昔あそび、簡単な工作、段ボー

ル迷路、焼きマシュマロ体験、手作りおやつ試食、パラスポーツ「ボッチャ」体験、
夢見ヶ崎絵本の読み語り（要申し込み）など

　　　○ ふれあいコーナー…手形とり、スタンプラリーなど
　　　○ 学び・相談コーナー…幼児安全講座「ＡＥＤを用いた心肺蘇生法」、子どもの遊び・

相談コーナー、「地域ケアサポーターになろう」など
詳しくは　　　　　　　　　　　　　　　　　 区役所地域ケア推進担当☎556-6730 556-6659

　区内の市民
活動団体が展
示や活動の実
演を行う他、体
験コーナー、ス
タンプラリー、

カフェコーナーなど楽しい企画が盛りだ
くさん。子どもも楽しめます。
日時　3月2日㈯10時半～15時
場所　幸区役所1階

区役所地域振興課
☎556-6606

555-3130

日時　 3月2日㈯18時5分試合開始、3月3日㈰16時5分試合開始。
いずれもサンロッカーズ渋谷戦

場所　とどろきアリーナ　定員　各日区内在住の100人
※ 招待席種：2階後段指定。案内席種は変更する

場合があり、席種・座席位置は指定できません。
2月20日(必着）までに往復ハガキに住所、氏

名・ふりがな、電話番号、希望日、観戦人数(1通
で4人まで）を記入し〒212-0013幸区堀川町580
ソリッドスクエア東館４階㈱DeNA川崎ブレイブサ
ンダースチケット部幸区民招待受付担当、
または応募用HPで。［抽選］

区役所地域振興課☎556-6705 555-3130

日時　 2月21日㈭12時5分
～12時45分

場所　幸市民館大会議室
出演　 廣田 裕佳＆冨貴塚 

理恵
曲目　 トップオブザワールド

他
定員　当日先着160人
※ 席数が限られていますの

で、立ち見になる場合が
あります
区役所地域振興課

☎556-6606 555-3130
検索幸区民招待抽選フォーム＠KAWASAKI BRAVE 

THUNDERS
#33　長谷川技選手

オープニングセレモニー

検索幸区 子育てフェア

 廣田 裕佳

冨貴塚 理恵

新聞ちぎり
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