
　夢見ヶ崎公園内の下草刈り、樹木の剪定、花壇
の整備など毎月4回の活動を通して交流していま
す。動物園まつりなどのイベントでは、昔ながらの
竹細工遊びなどの紹介をしています。

　住民交流活動拠点として、誰もが気軽に利
用し、活動しながら、「出会い」「ふれあい」「支
えあい」「学びあう」集いの場として、世代を超
えた多くの地域の人々が利用しています。
小倉の駅舎  陽だまり（小倉2-26-22）
月～金 10:00～16:00
塚越の陽だまり（塚越3-406）（※4面参照）
月～金 10:00～16:00

　０歳から就学前までの子どもと保護者が、一緒に安心して遊べる場
所です。講座、お話し会、育児相談などを行いながら、地域の子育て中
の人たちと交流できます。

子どもと一緒に遊びながら子どもと一緒に遊びながら

　旧幼稚園舎を利用して作られた
地域の子育て支援センターです。
プレイルーム、本の部屋など広い
屋内と遊具のある園庭があり、多
くの人に利用されています。

月～金　9:00～16:30
第3土曜のみ９：３０～１６：００ 土日祝休

ふるいちば（古市場1-1）

　日吉地区では、毎年秋頃、乳幼児と保護
者が地域の人々や中学生などと交流できる
「赤ちゃんハイハイあんよのつどい」を日吉
中学校で開催しています。「ハイハイ・あん
よ大会」や「各地区の遊びのコーナー」など
に参加しながら、同世代の保護者同士だけ
でなく、異世代交流も楽しめます。

幸区の地域子育て支援センター

広々とした園庭で
思いっきり遊ぼう

子どもたちと一緒にあじさいを植樹

がんばれ！ゴールまであとちょっと

　焼きマシュマロ体験、新聞ちぎりなど楽
しい催しがいっぱい。毎年多くの人でにぎ
わいます。

みんなで子育てフェアさいわい

さいわい加瀬山の会

　「花に彩られた潤いある憩いのまちづくり」を
テーマに、区役所前庭や大師堀花壇で、花植えな
どの手入れ作業、花や緑に関するイベントの企画
運営などを行っています。大師堀花壇では、小学
生と一緒に花植えをしながら交流しています。

さいわい花クラブ

　毎月末に、翌月の子育てイベント情報を掲載
したイベントカレンダーを発行しています。（区
役所などで配布中。区ホームページも。）

月ごとのイベントカレンダー
「お散歩に行こうね ！ 」

区内の子ども向けイベントが
一目でわかります

　乳幼児と保護者が外遊びをしながら交流できる
場です。

※詳しくは市政だより幸区版、区ホームページ
「お散歩に行こうね！」で。

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育て広場

外遊びっていいね
大きなシャボン玉飛ばせるかな

　簡単な作業や少人数での打ち合わせ等に最適なミーティングスペースを提供
しています。簡単な団体登録手続きで利用できますので、ご活用ください。

幸区役所１階
スペースCha-Cha-Cha

チャ チャ チャ

河原町団地2号館1階（幸区河原町1番地）
幸市民協働プラザ

日吉合同庁舎１階（日吉出張所）
市民活動コーナー

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

問

問

FAX

日吉出張所
☎599-1121 599-9955FAX

区役所児童家庭課　☎556-6693 555-1336問 FAX

　他にも、赤ちゃん相談、母親クラブ、子育てサ
ロン（※4面参照）、子育てサークルなどさまざまな
子育て交流の場があります。
　詳しくは、「おこさまっぷさいわい（幸区子育て
情報誌）」に掲載されていますので、ご覧くださ
い。（区役所で配布中。区ホームページも。）

公園の情報など写真入りで
詳しく紹介

※開所日が祝日に重なった場合も開所します。

区役所こども支援室　☎556-6730 555-1336問 FAX

区役所こども支援室　☎556-6730 555-1336問 FAX

区役所こども支援室　☎556-6730 555-1336問 FAX

区役所地域振興課　☎556-6606 555-3130問 FAX

幸区社会福祉協議会　☎556-5500問

大師堀花壇に色とりどりの花を
きれいに配置

　「心も体も健やかに・楽しく身体を動かそう」
をスローガンに、赤ちゃんから高齢者まで、あら
ゆる世代の人に運動の楽しさを伝えながら交流
しています。幸区民祭・子育てフェアなどへの出
張体操（※４面参照）を開催しながら、地域での交
流を深めています。

　地域のスポーツ推進のため、スポーツに関
する指導、助言を行っています。町内会・自治
会対抗のソフトボール大会やバレーボール大
会、グラウンドゴルフ大会など様々なスポー
ツの企画・運営を通して、地域住民の交流の
機会を提供しています。

みんなで
体を動かすって楽しい

　「私たちの健康は私たちの手で」をスロー
ガンに、食生活を通した健康づくりのボラ
ンティア活動を行っています。男性の料理
教室など様々な活動をしながら、地域の中
で健康づくりを行っています。

　「日本一だよ幸区」などの曲に合わせて、簡単なリズム体操を行います。
「楽しく体を動かそう」

パパと子どもの簡単料理教室

区役所地域保健福祉課　☎556-6648 556-6659問 FAX

区役所地域振興課　☎556-6609 555-3130問 FAX

妊婦さんに好評のマタニティクッキング

かんがるー（どりーむ保育園に併設）
名称 所在地 開所日（土日祝休）

北加瀬1-31-5 月～金
ぶるーべりー（ふくじゅ保育園に併設） 鹿島田1-21-8 月～金

ゆずりは（かわの風保育園に併設） 戸手2-12-10 月～金

ふぁみぃゆ南河原（南河原こども文化センター内）
名称 所在地 開所日※

都町74-2 月・水・金
ふぁみぃゆ小倉（小倉こども文化センター内） 小倉5-17-59 火・水・木
ふぁみぃゆ幸（幸こども文化センター内） 戸手本町1-11-5 火・木・金

9:00～16:30
9:30～15:30
9:00～12:00
13:00～16:00

9:30～12:30
9:30～12:30
9:30～12:30

　地域の高齢者（60歳以上）が集まって
仲間をつくり、老後を明るく豊かにしてい
く活動をしています。スポーツ大会・グラウ
ンドゴルフなどの健康づくり活動、誕生会・
演芸大会などの催しのほか、友愛訪問活
動、清掃・美化活動なども行っています。

　地域の高齢者（60歳以上）が教養の向上・レク
リエーションなどの場として利用できます。教養
講座（書道・踊りなど）や健康教室など、地域の高
齢者同士のふれあいや生きがいの場として市が
設置しています。

幸区社会福祉協議会　☎556-5500 556-5577問 FAX

区役所高齢・障害課　☎556-6619 555-3192問 FAX

南河原いこいの家（南幸町1-11）
下平間いこいの家（下平間357-6）
日吉いこいの家（北加瀬1-39-5）

御幸いこいの家（紺屋町33-1）
古市場いこいの家（古市場1781-1）
小倉いこいの家（小倉5-32-5）

御幸いこいの家

体を伸ばして
笑顔で健康

焼きマシュマロは子どもに大人気

地域交流の場はここ！あなたのまちが と身近に

自然とふれあいながら

市民活動スペース（区役所ほか）

運動・食を楽しみながら 自然とふれあいながら

市民活動スペース（区役所ほか）

運動・食を楽しみながら

老人クラブ連合会  戸張会長

ヘルスパートナー 菅根さん

気軽に参加できる楽しいイベント

他の子育て交流の場

気軽に参加できる楽しいイベント

地域子育て支援センター

赤ちゃんハイハイあんよのつどい

地域子育て支援センター

赤ちゃんハイハイあんよのつどい

他の子育て交流の場

学びから地域へ
　幸市民館・日吉分館では、学びたい人のための講座や市民が企画・運営する市民自主
企画事業など様々な学びの場があります。参加者同士の交流を深めながら、学んだこと
を地域での活動やコミュニティーづくりにも活かせます。

学びから地域へ

幸市民館 ☎541-3910 555-8224問 FAX 日吉分館 ☎587-1491 587-1494FAX

とばり

地域の人たちに「健康」を広める活動をしています。皆
さんの笑顔が一番のやりがい。若い人も会員になって
くれたら嬉しいですね。

地域子育て支援センターふるいちば
ボランティア交流会代表　石野さん

　町内会・自治会などを中心に、地域の青少年
の健全育成に向けた活動を行っています。パト
ロール活動や地域での広報啓発のほか、スポー
ツ、野外活動、レクリエーション活動等の普及・
指導も行っています。
区役所地域振興課　☎556-6609 555-3130問 FAX区役所こども支援室　☎556-6730 555-1336問 FAX

　乳幼児から小・中・高校生が無料で自由に利用で
き、子どもたちの遊びを中心とした活動の場です。

定期的に集まって作品を手作りしています利用している団体の皆さん

こども文化センターこども文化センター

青少年指導員青少年指導員

日時・場所

日  時
場  所

日  時

開館日

場  所

日  時

活動日
場  所

活動日 場  所

場  所

場  所

場  所

場  所

単独型

保育園併設型

児童館型

南河原 都町74-2 511-4963
小倉 小倉５-１７-５９ ５９９-４１５３
幸 戸手本町1-11-5 544-1489

名称 所在地 電話 名称 所在地 電話

下平間 下平間70-1 544-2925
南加瀬 南加瀬2-19-3 588-6567

北加瀬 北加瀬2-12-12 599-6848

2月１５日（土）10：00～15：00
幸市民館

２月４日（火）10：00～11：00
幸市民館2階（室内履きをお持ちください）

※毎月第1火曜に実施しています。詳しくは市政だより幸区版で。

ヘルスメイト 梶ヶ谷さん

食の大切さを広めていくのが私たちの役割です。「知らな
かった。また教えてね」と言われると嬉しいです。食を通じ
た様々な人たちとのコミュニケーションが楽しいですね。

２月1日（土）11：00～13：00 南加瀬こども文化センター

原則毎月第3金曜 10：00～12：00
区役所前庭など

親子で参加できる、
大人気の紙ヒコーキ大会

月～土  ９：３０～２１：００　日・祝  ９：３０～１８：００
小学生以下の利用は１８：００まで（１２／２９～１／３まで休館）

育メン講座で
パパ友の輪も広がります【幸市民館】

「スーホの白い馬」を読みながら
モンゴルクイズに挑戦【日吉分館】

556-5577FAX

多世代交流の場 「陽だまり」多世代交流の場 「陽だまり」

みんなで集まってお話しながら、楽しく交流してい
ます。様々な活動が、生きがいや健康づくりの手助
けとなればいいですね。

日曜、祝日、年末年始を除く
9:00～16:00

利用日

ヘルスパートナー（運動普及推進員）ヘルスパートナー（運動普及推進員）

スポーツ推進委員スポーツ推進委員

老人クラブ老人クラブ

いこいの家いこいの家

ヘルスメイト（食生活改善推進員）ヘルスメイト（食生活改善推進員）

次回は

次回は

次回は

青少年の健全育成

子ども同士で
遊べる

生きがいを見つけながら生きがいを見つけながら

センター祭りは人気の
イベント

交流の場や
活動団体を紹介します
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おこさまっぷさいわい

お散歩　幸区

毎月４回程度  主に水曜午前中 夢見ヶ崎公園子どもたちが楽しく遊べるように皆で見守ってい
ます。毎月、第3土曜も開所していますので、気軽
に遊びに来てください。

赤ちゃんから
高齢者まで誰
でも利用でき
ます

1月28日 

2月18日

さいわいふるさと公園
わんぱくふれあいゾーン
戸手第1公園、南加瀬けやき公園
いずれも火曜、10:00～13:00

すがね

マイペースで走ろう  ランニング大会


