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所在地：〒212-8570 川崎市幸区戸手本町 1-11-1
窓口（電話）取扱時間 : 平日 8:30 ～ 17:00 土日祝日・年末年始は休庁
昼休み窓口業務については、各担当にお問い合わせください。

　虐待を受けた子・発達障がい等の生きづらさを抱えた子などの困難を抱えた子と親の支援に長年取り
組んでおり、ご自身もダウン症の息子を持つ父親でもある玉井先生をお呼びし、子育て・家族について
お話いただきます。NHKやEテレなど数々の番組にも出演されている先生。こどもの問題の背景には家
族や学校といった「おとな」の問題を含むことがほとんどです。ぜひご一緒に考えてみませんか？

講師 　玉井　邦夫 氏（大正大学　教授）
日時 　11月16日（金）　午前10時～12時
場所 　幸区役所4階第3会議室
定員 　先着80名
申込 　10月15日（月）から氏名、町名、電話番号を直接または電話・FAX
保育 　保育はありませんが、お子様とご一緒に受講できます。

保護者のためのストレスマネジメント「無理しない」子育てのヒント

困難を抱えるこどもと家族について
～家族のあるべき姿とは～

　ストレスマネジメントとは、「ストレスと上手に付き合いストレスに負けない自分をつくる」スキル
です。子どもの発達や関わり方等子育ての悩みに対するヒントや実践的なアプローチをご紹介します。

「無理しない」子育てを一緒に考えてみませんか。

日時 　平成30年12月19日（水）　午前10時～12時
場所 　幸区役所　4階会議室
定員 　80名（市内在住・在勤・在学の方）
申込 　  11月16日から氏名、住所、電話番号を直接または

電話・FAX、区ホームページで（先着順）
共催 　幸区こども総合支援ネットワーク会議、幸区役所

講師 　高山　恵子 氏（NPO法人えじそんくらぶ代表）

講師プロフィール
　NPO法人えじそんくらぶ代表、昭和大学薬学部
講師、臨床心理士、薬剤師。ADHD等発達障害の
ある方のカウンセリングや教育を中心に家族支援、
キャリア就労支援等を専門に活躍する。

幸区児童虐待防止推進月間啓発講演会

講演会
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地域ケア推進担当（企画調整）　☎556-6730　FAX 556-6659

地域支援担当（地区支援）　☎556-6714　FAX 555-1336

保育所等・地域連携　☎556-6732　FAX 556-6659

保育所等・地域連携　☎556-6672　FAX 556-6659

「失敗しても大丈夫」～子どもに寄り添う「居場所」の力～

こんにちは赤ちゃん訪問員養成講座

　「親も子どもも失敗しても大丈夫」「生きてるだけですごいんだ」多くの子どもと関わり、子どもの居場所
づくりに長年携わっている西野博之氏から子どもとの関わり方や必要な居場所についてお話を伺います。
日時 　1月16日（水）　午前10時～12時
場所 　幸区役所4階会議室
定員 　100名（市内在住・在勤・在学の方）
申込 　  12月17日から氏名、住所、電話番号を直接

または電話・FAX・区ホームページで（先着順）
共催 　幸区こども総合支援ネットワーク会議、
 幸区地域福祉計画推進会議、幸区役所

講師 　西野　博之 氏（NPO法人フリースペースたまりば理事長）

日 時 内 容 場所・時間 対 象 申 込
10月26日（金） いやいや期について 日吉合同庁舎2階

日吉おやこであそぼうランド
午前10時～11時

0歳から就学前までの親子 10月1日（月）
9時から
先着20組

　いやいや期でお悩みの方　必見！保育士が、具体的なワンポ
イントアドバイスを話したり、個別の相談も応じます。どうぞ
ご参加ください。

土曜日に家族で過ごし楽しめる場としてもご活用ください。 時間 　午前10時～12時
日 程 内 容 場 所

10月6日（土） （グループふわふわ）ハロウィーン仮装ごっこ 下平間こども文化センター
10月13日（土） （子ねっと幸）ミニ講座　ことばの話 南加瀬こども文化センター
11月10日（土） （グループふわふわ）ミニ運動会 下平間こども文化センター
11月10日（土） （子ねっと幸）ミニ運動会 南加瀬こども文化センター
12月1日（土） （グループふわふわ）おはなし会&クリスマスコンサート 下平間こども文化センター
12月8日（土） （子ねっと幸）ミニコンサート 南加瀬こども文化センター
1月12日（土） （グループふわふわ）プラレールで遊ぼう第2弾 下平間こども文化センター
1月12日（土） （子ねっと幸）正月遊び 南加瀬こども文化センター

「パパっとサタデー広場」男性の育児参加を応援します！

「日吉子育て講座」

　赤ちゃんのいる家庭が地域で安心して子育てができるように、赤ちゃんが生まれた
家庭へ訪問する活動について学びます。
日時 　平成30年12月17日（月）　午後1時30分～4時　　 場所 　幸区役所3階ホール
対象 　  民生委員児童委員、主任児童委員、子育てボランティア、子育てグループリー

ダーなど子育て支援活動経験者、子育て支援に関心のある人
申込 　11月15日（木）から12月10日（月）

申込不要 会場へ直接

講師プロフィール
　1986年より不登校児童・生徒や高校中退した若者の居場所づくりにかかわり、
1991年「フリースペースたまりば」を開設、2003年に「川崎市子ども夢パーク」
内に不登校の子どもの居場所「フリースペースえん」を開設。不登校児童・生徒や
ひきこもり傾向にある若者たち、さまざまな障がいのあるひとたちとともに地域
で育ちあう場づくりを続けている。現在、NPO法人フリースペースたまりば理事
長、川崎市子ども夢パーク所長・フリースペースえん代表、文部科学省「フリース
クール等に関する検討会議」委員等、早稲田大学・神奈川大学非常勤講師。

講演会

地域ケア推進担当 地域支援担当 保育所等・地域連携
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保育所等・地域連携　☎556-6732　FAX 556-6659

保育所等・地域連携　☎556-6732　FAX 556-6659

地域支援担当（地区支援）　☎556-6729　FAX 555-1336

地域支援担当（地区支援）　☎556-6729　FAX 555-1336

「親子連続講座　２歳のお子さんのママ集まれ！」

【父親の子育て体験講座】「パパっとサタデー！」

すくすく子育てボランティア養成講座

ぜん息児健康回復教室

　同じ地域の親子と交流を深めて、子育ての楽しさや悩みを共有しませんか？年齢の発達に応じた遊びや講座
のお話が聞ける3回連続の講座です。

日 程 場所・時間 内 容 申 込
12月12日（水）

河原町保育園
午前10時～11時

食育講座 11月1日（木）
午前9時から

先着15組
12月20日（木） 保健講座
12月26日（水） 遊びの講座

土曜日にご家族みんなで参加しませんか？みんなが笑顔になる講座です！
申込  申込開始日9時から（先着順） 時間  午前10時30分～11時30分 対象  就学前のお子さんがいる親子

日 程 会 場 内容・対象 定 員 申 込

11月17日（土） 地域子育てセンターふるいちば 男性保育士とあそぼう　
対象：0歳から6歳までの未就学児 30組 10月15日（月）から

12月1日（土） 南河原こども文化センター 人形劇　にこにこあおむし
対象：0歳から6歳までの未就学児 20組 11月1日（木）から

1月19日（土） 北加瀬こども文化センター わらべうたベビーマッサージ　
対象：0歳から1歳 20組 12月17日（月）から

日時 　全3日コース
11月8日（木） 午前9時30分～11時30分　講義とグループワーク
11月13日（火） 午前9時30分～11時30分　講義
 午後1時～3時　体験実習　※参加できない場合は別日を相談
11月19日（月） 午前9時30分～11時30分　講義など

場所 　幸区役所3階ホール
対象 　原則3日間参加できる区民　おおむね10名程度（多数の場合は抽選になります）
申込 　10月15日（月）から直接または電話

子どものアレルギーについての講演会「こどものアレルギーとの上手なつきあい方」
講師 　松田　健志 医師（あべともここどもクリニック）
日時 　11月1日（木）　午前10時～11時45分
場所 　幸区役所3階ホール
対象 　子どものアレルギーについて興味のある方　先着20名
申込 　10月15日（月）から直接または電話

保育所等・地域連携 地域支援担当
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地域ケア推進担当（管理運営）　☎556-6643　FAX 556-6659

地域ケア推進担当（企画調整）　☎556-6730　FAX 556-6659

保育所等・地域連携　☎556-6732　FAX 556-6659

地域支援担当（地域サポート）　☎556-6693　FAX 555-1336

あかちゃん銭湯でコンニチワ! (主催：幸区赤十字奉仕団)

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育て広場

体験保育「親子でランチ」

プレママクッキング・マザーズブラッシング

　幸区赤十字奉仕団では、銭湯を拠点とした子育て支援に取り組んでいます。入浴後の赤ちゃん
を地域のボランティアが預かりますので、その間お母さんはゆっくりと入浴することができま
す。衛生の話や親子遊びもありますので、心身ともにリラックスしてみませんか。
日　時 　11月1日（木）　午前10時30分～12時30分
場　所 　多賀良湯（下平間223）
対　象 　3ヵ月～3歳のお子さんとお母さん　20組
会　費 　お子さん1人につき150円（保険料込）

持ち物 　  せっけん、シャンプー、バス
タオル、おむつ、着替え等
入浴の準備、お子さん用飲み物、ごみ袋

申　込 　10月22日から直接または電話（先着順）

　乳幼児と保護者同士が、遊びながら楽しく交流できる場です。赤ちゃんと一緒にくつろげるコーナーや、
お弁当を食べる場所もありますので、親子で遊びに来てください。
　いずれも火曜日、午前10時～午後1時。雨天中止。

さいわいふるさと公園
（新川崎7）

南加瀬けやき公園
（南加瀬4-35-4）

戸手第一公園
（戸手本町1-76-1）

小向第七公園
（小向西町1-65）

10月 9日、23日 16日 9日、23日 16日
11月 13日、27日 6日、20日 13日、27日 20日
12月 11日 11日 18日 お休み
1月 15日、29日 22日 15日、29日 22日

　10ヵ月から就学前のお子さんとその保護者が参加できます。親子で子どもと同じ年齢の
クラスに入り、園児と遊んだり一緒に給食を食べたりできる「体験型」の子育て支援事業です。
体験時間　午前9時～昼食まで　　 定　員 　1回2組
費　用 　昼食代　1人250円（親子1組2人分500円）

河原町保育園10ヵ月から 古川保育園1才から 夢見ヶ崎保育園10ヵ月から
11月1日（木）・13日（火） 11月15日（木）・20日（火） 11月15日（木）・27日（火）
12月4日（火）・18日（火） 12月13日（木）・18日（火） 12月13日（木）・19日（水）

申　込 　10月1日（月）　午前9時から（先着順）

日 程 対 象 場 所 時 間 内容・費用 申込・問合せ

10月25日（木）
区内在住で、妊娠
5～8か月頃の人

区役所3階栄養室・
歯科室

午前9時30分～午後2時
（受付午前9時15分から）

妊娠中の食生活と
お口のケアについ
て学べます。材料
費自費500円程度

直接または電話
（先着順）11月22日（木）

1月24日（木）

申込不要 会場へ直接

地域ケア推進担当 保育所等・地域連携 地域支援担当
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地域支援担当（地域サポート）　☎556-6693　FAX 555-1336

地域支援担当（地区支援）　☎556-6648　FAX 555-1336

高齢・障害課　☎556-6619　FAX 555-3192

地域ケア推進担当（管理運営）　☎556-6643　FAX 555-6659

平成30年度　幸区認知症サポーター養成講座

平成30年度　認知症介護者教室

ひとり暮らし等高齢者の調査を行います

地域の身近な相談相手「民生委員児童委員」

　柴田範子氏（NPO法人楽理事長）を講師にお招きし、認知症について正しく知り、認知症の人
や家族を支える手立てについて学びます。受講した方には「オレンジリング」をお渡しします。
日時 　11月8日（木）　午後1時30分～3時 場所 　幸区役所4階第4会議室
申込 　10月15日から直接または電話 定員 　30名

日 時 場 所 テーマ・内容 申 込
10月26日（金）
午後1時30分～3時

区役所3階
ホール

認知症の方を介護する家族のつどい
～介護についての思いや悩みを共有しあえる場です～

受付中
10月25日（木）まで

11月29日（木）
午後1時30分～3時

区役所3階
ホール

認知症介護者教室講演会「認知症の理解とこころの病気」
講師：長谷川　洋（精神科医）

10月15日（月）から
直接または電話

1月28日（月）
午後1時30分～3時

区役所3階
ホール

認知症の方を介護する家族のつどい
～介護についての思いや悩みを共有しあえる場です～

12月14日（金）から
直接または電話

対象 　認知症高齢者を介護している家族、および認知症に関心のある方　　 定員 　20名
※認知症介護者教室の今後の予定につきましては内容が決定し次第、区広報等に掲載いたします。

9月から12月までの期間、民生委員が訪問し生活状況の聞き取り調査を実施します。
対象 　75歳以上のひとり暮らし、または高齢者だけで暮らしている世帯

①介護保険サービスを受けていない
②過去2年間調査を受けていない…　など一定条件にあてはまる人
調査の結果、見守りが必要と判断され、本人の同意があれば、定期的な訪問などで安否の
確認を行います。民生委員が訪問しましたら、御協力くださいますようお願いします。

　民生委員児童委員は、子育て、介護、高齢者、障害者など福祉に関するさまざまな相談を受けてくれる地域の身近な相談相
手です。相談内容は秘密厳守なので、安心して相談ができます。また、行政や社会福祉協議会、地域包括支援センターなどの
関係機関と連携しながら、地域の方々が安心して暮らし続けることができるように様々な活動を通して支援を行っています。

　●町内会・自治会などから推薦され、厚生労働大臣から委嘱されます。
　● 地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意のある人

が活動しています。
　● 児童福祉に関することを専門に担当する主任児童委員を含め、現在、区内では約

200人の民生委員児童委員が活動しています。

　お住まいの地区の民生委員児童委員については、管理運営係へお問い合わせください。
　なお、相談内容によっては民生委員児童委員さんではなく、関係機関を御案内する
こともあります。

地域ケア推進担当地域支援担当 高齢・障害課
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地域支援担当（地区支援）　☎556-6729　FAX 555-1336

生涯学習支援課（幸市民館）　☎541-3910　FAX 555-8224

高齢・障害課（障害者支援係）　☎556-6654　FAX 555-3192

生活習慣病予防相談・禁煙相談

誰でもカフェin幸

「こころの病と私たちのリカバリー」(全2回)

生活習慣病・禁煙について、保健師、栄養士、歯科衛生士がご相談にのります。個別相談です。

日にち 申込
平成30年10月22日（月） 9 月18日から直接または電話
平成30年11月26日（月） 10月15日から直接または電話
平成31年 1 月28日（月） 12月17日から直接または電話

受付時間　午前9時30分～10時　　 場　所 　区役所2階相談室
対　象 　生活習慣病予防相談　5名、禁煙相談　2名

　「誰でもカフェ」では、地域の皆様がそれぞれの目的で利用でき、また、楽しく過ごしながら、自然に知り合いに
なれるような地域の「茶の間」づくりを目指しています！ 
　コーヒー等を飲みながらちょっと一休みしたり、楽しくおしゃべりをしたり、思い思いに午後のひとときをのんび
りゆったり過ごしませんか？

日　程 　①10月12日（金） ②11月9日（金） ③12月14日（金） ④1月11日（金）
時　間 　午後1時～3時30分
内　容 　イベントとして ①オカリナの演奏 ②バルーンアートの実演・体験 ③竪琴の演奏

④落語の上演があります。（各回午後1時30分～ 1時間程度）
場　所 　幸市民館　玄関ロビー
参加費 　100円（コーヒー紅茶などをお飲みいただけます。）
申　込 　不要　直接会場にお越しください。（満席等で座れない場合はご了承ください。）
主　催 　幸区コミュニティカフェ実行委員会・幸区役所

　皆さんは、「こころの病」と聞いて、どのようなイメージをお持ちですか？ こころの病は決して特別な病気ではな
く、私たちの身近にある病気です。こころの病について知り、病気を抱える方々の声を聴き、地域でともに生きると
いう事を一緒に考えませんか。いずれの回も入場無料です。

申込 　  平成30年10月1日から電話　
定員 　  各回50名（事前申し込み制、1回のみでも可）　　 主催 　幸区精神保健福祉連絡会

日時 　平成30年11月14日（水）
 午後2時～4時 ＊午後1時30分-開場
場所 　幸区役所4階　第4会議室
内容 　  こころの病の診断や症状、治療やサポート

について
講師 　竹林　裕直 先生
 （医療法人社団正慶会栗田病院　診療部長）

第1回　精神科医による病気の解説
日時 　平成30年11月29日（木）
 午後2時～4時 ＊午後1時30分-開場
場所 　さいわい健康福祉プラザ3階
 「機能回復訓練室」
内容 　  こころの病を抱えながらの地域生活（体験

談、工夫、考えていること）
講師 　地域で生活している当事者の方々

第2回　当事者によるディスカッション

平成30年度 メンタルヘルス講座

地域支援担当 生涯学習支援課 高齢・障害課
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衛生課　感染症対策係　☎556-6682　FAX 556-6659

衛生課　感染症対策係　☎556-6682　FAX 556-6659

衛生課　食品衛生係　☎556-6683　FAX 556-6659

「12月1日は世界エイズデーです！」

インフルエンザ対策はお早めに！

冬はウイルスによる食中毒が多発します

　「世界レベルでのエイズのまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消」を目的としてWHO（世界保健機関）が毎年12月
1日を世界エイズデーに制定しています。
　11月26日～12月7日まで、区役所1階展示コーナーにエイズに関する資料を設置します。興味にある方はぜひお立ち寄りください。
　また、11月13日、27日、12月11日に衛生課で無料匿名検査を実施します。予約と詳細については電話でお問い合せください。

エイズとは?
　・エイズはHIV（ヒト免疫不全ウイルス）が原因で起こる性感染症で、世界3大感染症の一つです。
　・HIVは感染力が弱く、日常生活において性行為や血液を扱う行為以外で感染することはありません。
　・  医療の進歩によって、適切な治療を継続すれば、感染前と変わらない日常生活を送ることができるようになって

きています。

HIV感染を予防するには?
　・エイズについて正しい知識や理解をつけましょう。　・性行為を行うときはコンドームを正しく使いましょう。
　・感染を疑った場合は、検査を受けましょう。

インフルエンザの流行は、毎年11月頃から始まります。今からインフルエンザ対策を実践して感染を防ぎましょう。

こまめに手洗い
　ウイルスを含む飛沫はさまざまなものに付着しています。外出から戻ったらまず手洗いを。インフルエンザ
以外の感染症予防にも手洗いはたいへん重要な手段です。
抵抗力をつける

　栄養バランスを考えた食事をとり、抵抗力をつけましょう。疲れているとウイルスの攻撃に負けてしまうた
め、十分な睡眠をとるなど規則正しい生活を心がけましょう。

ワクチン接種
　発病の低減や重症化の予防に有効です。ワクチン接種から免疫ができるまで2週間～1カ月ほどかかるので、流行前に接
種することが望ましいです。また、ウイルスは変異を繰り返しているので、毎年接種する必要があります。

咳エチケット
　感染をひろげない心配りです。咳やくしゃみがある場合はマスクをしましょう。マスクがない時は、ティッシュ
や袖口等で口と鼻を覆い、人から顔をそむけましょう。

予防ポイント

　気温が低くなってきても食中毒に注意が必要です。ノロウイルスによる食中毒は11月～翌年1月にかけて増
加する傾向があります。ノロウイルスは感染力が強く、少ないウイルス量でも感染し発症することがあります。

ノロウイルスによる食中毒の予防
1  健康管理 下痢や嘔吐等の症状があるときは、調理作業を行わないようにしましょう。
 家族の健康状態にも注意しましょう。
2  手 洗 い 調理を行う前、食事の前、トイレに行った後等適切なタイミングで手洗いを行いましょう。
 常に爪を短く切って、指輪等をはずし、石けんを十分に泡立て、ブラシなどを使用して手洗いを行いましょう。
3  消　　毒  ノロウイルスにアルコール消毒はあまり効果がありません。器具等の消毒には次亜塩素酸ナトリウムを使用しましょう。

また、調理器具やタオル等は洗浄後、85℃以上で1分間の加熱も有効です。
4  調　　理 食品はしっかり加熱してウイルスをやっつけましょう。
  ノロウイルスによる汚染されている食品でも、中心部が85℃～90℃で90秒間以上加熱をすることで感染力がなくなります。

高齢・障害課 衛　生　課
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学校・地域連携　☎511-7205　FAX 556-6659

地域ケア推進担当（企画調整）　☎556-6730　FAX 556-6659

プレパであそぼっ！みゆきでプレパ
　プレパは「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、外でのびのび遊びませんか。ベーゴマ、シャボン玉などが楽しめます。
日時 　11月28日、12月5日、12月12日のいずれも水曜日。
 午後1時30分～4時（荒天中止）
場所 　御幸公園（東古市場1）

 対象 　市内在住・在学の中学生・高校生

　幸区役所や地域で行われている活動等に、ボランティアとして参加してみま
せんか？イベントのお手伝い等、10月から3月の土日を中心に参加できる多様
なボランティアメニューを用意しています。申込等の詳細・11月以降の募集
は幸区ホームページをご覧ください。「はぴボラ」で検索。

日時・場所 募集人数・内容 申込先

地域子育て支援センターふるいちばのお手伝い
　10月20日（土）　地域子育て支援センターふるいちば
　①午前9時集合　正午解散
　②午後1時集合　午後4時解散

各回5名程度
地域子育て支援センターの運営、準備、手伝いなど
一緒にこどもや保護者の方とふれあい、地域の交流
の輪を広げるお手伝いをしませんか。

募集中～10月15日まで
保育所等・地域連携担当
電話 556-6672

幸区民祭のお手伝い
　①10月20日（土） ②21日（日）　幸区役所一帯
　いずれも午前9時30分集合　午後3時解散

各回5名程度
幸区民祭のブース運営、手伝いなど
一緒に区民祭を盛り上げましょう。

募集中～10月15日まで
総務課
電話 556-6603

プラザ祭りのお手伝い
　①10月20日（土） ②21日（日）　幸区役所一帯
　いずれも午前9時集合　午後4時解散

各回10名程度
プラザ祭りのブース運営、手伝いや募金活動など
福祉に興味がある人はぜひ挑戦しみてください。

募集中～10月15日まで
幸区社会福祉協議会
電話 556-5500

幸区秋の総合防災訓練のお手伝い
　10月27日（土）　幸区役所
　午前8時30分集合　正午解散

5名程度
総合防災訓練でブースの準備、運営のお手伝いなど
防災情報やいざという時に役立つ知識を学べます。

募集中～10月15日まで
危機管理担当
電話 556-6610

パパっとサタデー！ふれあい遊びのお手伝い
　①10月27日（土）　古川保育園
　②11月17日（土）　地域子育て支援センターふるいちば
　午前9時30分　正午解散

各回5名程度
ベビーマッサージなどのイベントお手伝い
お子様に興味がある方の参加をお待ちしております。

①募集中～10月15日まで
②募集中～10月22日まで
保育所等・地域連携担当
電話 556-6672

　いよいよ小学校生活が始まります。基本的な生活習慣や生活リズムが整っていることは楽しい学校生活の源
です。家族で協力しながら、お子さんの生活リズムを作り、入学準備をしていきましょう。
●入学までの流れ

11月ごろ

➡
1月ごろ

➡
1～2月ごろ

➡
4月

入学前の健康診断・面談（個別通知）
（入学前にお子さんの健康状態について確認
します）

入学期日・小学校の
指定通知（個別通知）

入学説明会（学校での生活、
準備する学用品、支払い手
続き等の説明）

入学式

※国立、私立の小学校に入学する場合は、区役所区民課（☎556-6615）に届出をしてください。

来年、小学校に入学する皆さんへ

公園で元気にあそぼう！実施団体：夢見ヶ崎プレーパークをつくる会（幸区役所と協働実施）

はぴ★ボラ(さいわいはっぴーボランティア)後期の募集をします！

申込不要 会場へ直接

学校・地域連携 地域ケア推進担当
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