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　市内唯一の動物園のある公園です。
大きな広場もあり、お花見に最適です。

　区内有数の桜の名所です。大きな広場
や遊具があり親子で花見が楽しめます。

　区内には桜が咲き誇る大きな公園と公園につながる緑豊かな緑道が
あります。おでかけして春を楽しんでみませんか。

地元の子どもたち
が花植えをした色
とりどりの花壇

幻想的な雰囲気のカイヅカイブキのトンネル

春を見つけにおでかけしよう！

　かつての小倉用水
路を整備した道です。
緑に囲まれ、ゆっくり
と散策を楽しめます。

地域の皆さんの手で
「小倉緑道ガーデン」
が整備されています

サクラとモ
モが並んで
咲きます

夢見ヶ崎動物公園

南河原公園

　動物について楽しみながら学べる
イベントが盛りだくさんです。

内容 　飼育員による動物ガイド、動物ふれあいコーナー、野鳥クイズコー
ナー、バックヤードツアー、シマウマ餌やり体験、模擬店・キッチンカーなど
※当日配布する整理券が必要なイベントもあります。詳細はお問い合わ
せください。当日、動物公園駐車場は使用できません
夢見ヶ崎動物公園☎588-4030 588-4043

動
物
ガ
イ
ド

10時～15時
3/24㈰

3月21日から5
月12日の土・日
曜・祝日と4月
1日にキッチン
カーが出店し
ます（荒天中止）

地域の皆さんによって清掃・
美化活動が行われています

春の動物園まつり

　　日吉分館で活動している団体による魅力いっぱいのお祭りです。
場所　日吉合同庁舎
2日間共通 　サークル発表、料理屋台、作品展示、スタンプラリー　など

23日　幼稚園児・小学生の歌、中学生の吹奏楽、夢見ヶ崎絵本読み語り　など
24日　大正琴演奏、ジャズオーケストラ、茶道体験　など
※事前に整理券が必要なイベントがあります。詳細は日吉分館で配布中のチラシを
ご覧ください。当日は混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください
日吉分館☎587-1491 587-1494

10時～15時

3/23㈯
24㈰

内容

小倉緑道・小倉緑地
さくらフェスタ日吉

　川崎河川貨物線の線路跡を
整備した緑道です。春にはソメ
イヨシノ、ハナモモ、ウメなど
が咲きます。

さいわい緑道
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区役所1階に、婚姻届・出生届などで来庁した人が自由に利用(開庁時間のみ)できる記念撮影コーナーがあります。ぜひご利用ください。

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1歳児
歯科健診

4月2日
㈫

9:00
～

9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

歯科健診と相談
3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 4月22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

3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

さいわい健康福祉プラザ
☎541-8000 533-8703

前期講座(４月～9月)
　4月から順次開講。詳細はお問い
合わせください。 初心者向け。市
内在住の60歳以上 教材費・材料費
実費 3月11日～19日の9時～16時
にハガキ持参で、直接、同プラザ2階。

［抽選]

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。 ３月19日㈫10時～13
時 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)。
雨天中止。会場へ直接。

石川記念武道館
☎ 544-0493

市民健康セミナー
「楽しい親子のペア体操」
　親子で楽しく全身運動で体の使い
方を学びます。動きやすい服装で来
てください。 3月18日㈪10時～11
時 石川記念武道館 2～6歳の子ど
もと保護者20組 3月16日から直接
か電話で。［先着順］

※要事前申し込み、1人1講座まで

定員制講座
クラフトテープで作る小物とバッグ

手早くササっと季節の魚料理
男の料理　～季節の中国家庭料理～

プリザーブドフラワー
『源氏物語』を読む

楽しいコーラス
太極拳

美しくなるアロマテラピー

自由参加講座
はつらつ体操

リフレッシュ体操
超ソフトエアロビ体操

はじめてのスマホ・タブレット講座
そこが知りたい！ スマホ・タブレット講座

統一地方選挙 期日前投票のご案内

臨時開設日時　３月30日㈯8時半～12時半
取り扱い業務　市版4面参照
　3月と4月は、引っ越しなどの手続きで区役所窓口が大変混雑します。
手続きの際は、時間に余裕を持ってお越しください。
※第2・4土曜は、年間を通して窓口を開設(8時半～12時半)。住民票
の写しや印鑑登録証明書などは、市内の行政サービスコーナーでも受
け取れます

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

　仕事やレジャーなどで、4月7日㈰の選挙当日に投票所へ行けない人は、
期日前投票所をご利用ください。

区選挙管理委員会☎556-6604 555-3130
　地域の活動団体と連携して、公園などにこいの
ぼりを掲げます。家庭で使われなくなり、眠ってい
るこいのぼりがありましたら、ぜひお譲りください。
区内のあちこちにこいのぼりを泳がせ、地域全体
で子どもたちの健やかな成長を願いましょう。
受付期間　3月15日～3月29日
※大きさなどによって受け付けられない物もあります。受け渡し方法など、
詳細はお問い合わせください

区役所企画課☎556-6612 555-3130

期間・時間
場所

3/22㈮～3/29㈮ 3/30㈯～4/6㈯

8時半～20時

幸区役所4階 県知事選挙のみ 市議会議員選挙、県議
会議員選挙、県知事選
挙のすべて日吉出張所2階 投票できません

「さいわい花クラブ」メンバー募集

　幸区役所の花壇やプランター、大師堀
公共花壇に花を植え、育てるボランティア
活動を一緒にしてみませんか。
定例活動日　毎月第3金曜、10時～12時
活動場所　区役所周辺他
活動内容　花植えや水やり、花壇のレイ
アウト、イベントの企画や実施

随時、直接か電話で区役所地域振興課☎556-6606 555-3130

こいのぼりをお譲りください

Z
Z
Z

～思い出のこいのぼりを　さいわいの空に～

3月

4月

区民課・保険年金課の窓口を
一部を除き臨時に開きます

資源物とごみの収集日が変わります

3
30 土

日 月 火 水 木 金 土
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24／31 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

予想最長
待ち時間

2時間程度

1時間程度

30分程度

土曜日午前
中も転出入
手続きなど
ができます

閉庁日

公園などの緑化活動に
花苗を提供

　区内の公有地にある花壇を自主管理している
緑化活動団体、35団体程度に花苗（区が指定す
る種類から選択）か用土を提供します。
提供時期　5月24日～6月12日

3月27日(必着)までに申込書、花壇の案内
地図と図面、写真を直接か郵送で〒212-8570
幸区役所地域振興課☎556-6606 555-3130 

［抽選］
※申込書は区役所で配布中。区HPからもダウンロードできます

　これまで幸区を担当していた川崎生活環境事業
所が3月末で廃止となり、中原生活環境事業所が
幸区を担当します。収集量のバランスなどを考慮
して、収集日が変更となります。収集する資源物・
ごみの種類・回数の変更はありません。 詳細は、
集積所に掲示するポスターか市ＨＰを御確認くださ
い。

川崎生活環境事業所☎541-2043 548-8442（3月30日まで）
　中原生活環境事業所☎411-9220 434-7336（4月1日以降）

4月から

市HP
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