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　区民手作りのイベント、幸区民祭を
今年も２日間にわたって開催します。ス
テージイベントをはじめ、各団体による
出店、さらにはスポセン祭りやプラザ
祭りと同日開催で内容盛りだくさん！
区役所総務課☎556-6603 555-

3130。※荒天中止。当日の開催につ
いてはテレドーム☎0180-99-1165（当
日7時から）
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スポセン祭り

川崎の近代化をけん引した御幸地区
─大正～昭和初期  小向梅林のその後─
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催

ゆめ広場中央舞台
　和太鼓、フラダンス、空手演武、一輪車演技、体操など

　車いすバスケ・車いすテニス、　
　施設の無料開放など
※�参加者は室内履きを持参

　明治時代中頃から大正時代にかけて、御幸地区には多くの近代工場が
進出しました。川崎の近代化・工業化の歴史をたどるとともに、日本の近
代化に貢献した御幸地区の歴史的意義を再発見します。
日時　11月14日㈭15時～16時半
場所　区役所4階会議室　定員　100人
講師　松本洋幸准教授（大正大学文学部歴史学科）

10月16日10時から直接、電話、ＦＡＸ、区HPで区
役所生涯学習支援課☎541-3910 555-8224�［先着順］

　怒る必要がある時は上手に怒る、怒る必要の無い時は怒らなくて済む
ようになることを目的とした、家族が笑顔で過ごすための心の向き合い
方についての講演です。
日時　１１月６日㈬１０時～１２時
場所　区役所４階会議室　対象　市内在住・在勤・在学の人
講師　小磯幸子氏（日本アンガ―マネジメント協会）
１０月３１日までに直接、電話、ＦＡＸ、区HPで区役所地域ケア推進

課☎556-6730 556-6659�［事前申込制］

保護者のためのアンガーマネジメント講座
～気持ちを楽にするヒント～

　「赤ちゃんよーいどん！」（19日のみ）、
　おもちゃ作り、バルーンアート、
　スタンプラリー、バザーなど

市民館
　�民謡・民舞・詩吟、梅

うめかおる

香クッキング（要申し込み）、
　カラオケ大会、書道の作品展示など

※�10月17日㈭22時から20日㈰21時まで区役所駐車場
はご利用できません。公共交通機関をご利用ください
※当日は戸手小学校の臨時駐輪場をご利用ください

御幸公園梅香事業 子ども・子育て講演会

幸区民祭HP▶

うめかおる

同日
開催

同日
開催

パラムーブメントコーナー
　�アート展示、アート制作ワークショップ、ボッチャ体験、
　スタンプラリーなど

キッズコーナー
　ダーツゲーム、ペーパークラフト、ビーズクラフトなど

出店コーナー
　飲食・物品販売、展示・啓発など

クッキングの
申し込みは
コチラから▶
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健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容 申し込み
1歳児
歯科健診

11月
5日
㈫

9:00
～

9:45

1歳前後
の乳幼児

30人
歯科健診と相談

10月15日から直接か電
話で地域支援課
☎556-6693 ［先着順］

生活習慣
病相談

11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

10月15日から直接か電
話で地域支援課
☎556-6648 ［先着順］

禁煙相談 2人 個別禁煙相談

会場は区役所3階
区役所地域支援課☎556-6693 555-1336健診案内地域みまもり支援センター

（福祉事務所・保健所支所）

※乳幼児健康診査の案内は対象世帯に郵送でお知らせします。

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

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

夢こんさぁと
　息の合った演奏とトークをお楽しみ
ください。出演：Passo a Passo（パッ
ソ ア パッソ）曲目：青春の輝き他 10
月17日㈭12時5分～12時45分 幸
市民館大会議室 当日先着160人。
※席数が限られているため、立ち見
の場合があります。
「クリスマスの寄せ植え講座」
参加者募集！

　クリスマスに向けて、すてきな寄せ
植えを作りませんか。その後、区役
所前花壇のレイアウトを考え、花植え
体験を実施します。 11月29日㈮
13時半から3時間程度 区役所4階
会議室 区内在住・在学・在勤の４０人
程度 800円（持ち帰り花苗・用土類・
容器込み） 11月8日(必着)までに、
氏名、住所、電話番号、年齢を記入し、
往復ハガキか区HPで。［抽選］

区役所地域ケア推進課
☎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。 ❶10月15日❷29
日❸11月5日❹12日の火曜、10時

～13時。雨天中止 ❶さいわいふ
るさと公園（新川崎7）❷さいわいふ
るさと公園、戸手第1公園（戸手本町
1-76-1）❸南加瀬けやき公園（南加瀬
4-35-4）❹さいわいふるさと公園、戸
手第1公園
赤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。 11月6日㈬10時半～12時
半 多賀良湯（下平間２２３） 3カ月
～3歳の子どもと母親20組。持ち物：
せっけん、シャンプー、バスタオル、
着替え、ゴミ袋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 10月28日から直接
か電話で。［先着順］
プレパであそぼっ！放課後プレパ

　「自分の責任で自由に遊ぶ」をモッ
トーに子どもの好奇心を大切にして
いる遊び場です。工作やベーゴマ遊
びなどができます。 10月15日㈫、
16日㈬、13時半～16時。荒天中止

さいわいふるさと公園（新川崎7）

区役所地域支援課
☎556-6693 555–1336

児童虐待防止推進月間啓発講演会
　地域や友達との付き合い方、乳幼
児期に必要な関わり方について、塩
崎尚美教授（日本女子大学人間社会
学部心理学科）から話を聞きます。
11月1日㈮10時～12時 区役所４
階第３会議室 80人 10月15日か
ら直接か電話で。［先着順］

認知症介護者教室
　認知症介護に役立つ講演会を行い
ます。 11月29日㈮13時半～15時

区役所3階ホール 認知症の人を
介護している家族30人 10月15日
から直接か電話で。［先着順］
食物アレルギーとスキンケアの講座

　食物アレルギーの講義とスキンケア
の実技を行います。 11月11日㈪
10時～11時半 区役所3階相談室

区内在住の乳幼児と保護者30組
程度 10月15日から直接か電話で。

［先着順］

区役所保育所等・地域連携
☎556-6672 556-6659

日吉子育て講座「丈夫な体つくりと
子どもの応急手当法」

　看護師が子どもの応急手当てを分
かりやすく教えます。 11月29日㈮
10時半～11時半 日吉合同庁舎2
階 3歳までの子どもと保護者20組

10月29日9時から直接か電話で。
［先着順］

区役所高齢・障害課
☎556-6695 555-3192

メンタルヘルス講座
　午前は張賢徳教授（帝京大学医学
部付属溝口病院）によるうつ病の解
説、午後は当事者による体験談の発
表などを行います。どちらかのみの参
加も可。 11月15日㈮10時～11時
45分、13時～15時 さいわい健康
福祉プラザ 50人 10月15日から
電話で。［先着順］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

おはなしワールド
　外国語と日本語で絵本の読み聞か
せや言葉遊びを楽しみます。 １１月
６日㈬１５時～１５時４０分（開場１４時
４５分） 幸市民館音楽室 乳幼児以
上、当日先着40人。

幸スポーツセンター
☎555-3011 556-0169

カラダが10歳若返る！  理学療法士
が教える体幹トレーニング

　川崎幸病院の理学療法士が、元気
に活動するための運動を紹介します。

10月31日㈭15時半～16時半 幸
スポーツセンター大体育室 16歳以
上。持ち物：室内シューズ、タオル、
動きやすい服装で。 直接か電話で。

［事前申込制］

幸消防署
〒212-0005幸区戸手2-12-1

☎511-0119 544-0119

秋の火災予防運動「幸消防フェア」
を開催します！

　こどもレス
キュー 体 験・
消防署探検・
消防士に腕相
撲チャレンジ・
消防車乗車体験・地震体験などを行
います。災害出動時、雨天時は規模
縮小。入場無料。 11月2日㈯13
時～15時 幸消防署

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。

日時 内 容（定員） 場所 申し込み

11月16日
㈯

10:30～
11:30

男性保育士と遊ぼう！
（就学前の子どもと

保護者30組）

河原町
保育園

10月15日9時から
直接か電話で保育所
等・地域連携［先着順］

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

読書の秋
「おこさまっぷ」の
おでかけ版（電子・冊子）
別冊地図（冊子）配布中！

　茶道の稽古の中での気付きをつづり、昨年
映画化され大きな話題になったエッセイ「日

にち

日
にち

是
これ

好
こう

日
じつ

」。執筆者の森下典子さんを迎え、インタ
ビュー形式で、映画やお茶のことなど、さまざ
まな話を聞きます。
日時　 11月30日㈯13時半～15時（開場13時）
場所　幸市民館大ホール
講師　森下典子氏
定員　当日先着840人
※ 呈茶あり（12時～13時、当

日先着50人、 300円）。1
階玄関ロビーにて
幸区文化協会（幸市民館内）

☎541-3910 555-8224

大人のための朗読会
　藤沢周平「小ぬか雨」、朱川湊人「栞の恋」な
どの文学作品を朗読します。
日時　１１月２日㈯１３時半～１５時半（開場13時
15分）　場所　幸市民館音楽室　対象　１５歳
以上　定員　30人

10月16日9時半から直接か電話で。［先着順］

幸図書館☎541-3915 541-4747

　地域で子育てを応援してい
る団体の人や、子育て中のお
母さんたちが作成した「おこさ
まっぷ」本誌をもとに、外遊び
情報を中心に抜粋した「おこさ
まっぷ  おでかけ版」と別冊地
図を発行しました。おでかけ版は
スマートフォンからダウンロードで
きます。
配布先　区役所、区内地域子育
て支援センター・こども文化セン
ターなど

区役所地域ケア推進課
☎556-6730 556-6659

「日日是好日」
にちにちこれこうじつ

文化講演会

電子書籍

区おこさまっぷHP

大人向け

大人のためのおはなし会
～耳から楽しむ「昔ばなし」の世界へようこそ～
　大人が楽しめる「昔ばなし」を、本を使わずに
語ります。当日先着40人。
日時　10月17日㈭10時半~12時（開場10時15
分）　場所　幸市民館音楽室
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