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非常食をもっとおい
しく、もっと身近に

　災害時に備え、家庭で最低3日分（できれば７日
分）の食品備蓄をすることが必要です。非常食を
無駄なく備える「ローリングストック法」の手引きを
区役所で配付しています。
ぜひ試してみてください。

日時　9月９日㈯9時～11時　場所　御幸小学校
救出訓練や放水訓練など、発災後に必要な取り組みを学ぶための実践的な訓練です。

救出訓練 放水訓練

　防災・ハザードマップや災害への備えのための
情報誌など、災害時に役立つ情報を区役所など
で配布しています。区HPなどでも見られますので
チェックしてください。

　安否確認には災害伝言
ダイヤル「１７１」などの活
用が有効ですが、通信が
全く使用できないときを
考え、特定の場所、決まっ
た時間に集まれるよう、
事前に家族と話し合って決めておきましょう。

　災害時には正確な情報
を早く知り、適切に判断すること
が必要です。メールニュースか
わさき「防災気象情報」に登録しましょう。

検索メールニュースかわさき

　慶応義塾大学や区内の企業・団体と協力して、子どもから
大人まで科学の不思議、楽しさを体感できるイベントです。
日時　9月２日㈯10時～16時(荒天中止)
会場　慶応義塾大学新川崎タウンキャンパス、かわさき新産
業創造センター

　30年2月24日㈯にミューザ川崎シンフォ
ニーホールで開催します。
❶出演者…市や区にゆかりのある音楽家（プ
ロ、アマチュアの制限なし）5組程度
❷運営委員(コンサートの企画、運営、広報
物の作成など)…５回程度の会議（平日日中）
に出席できる5人程度。

❶は9月4日（必着）までに申込書、写真、
演奏を録音した音源（ＣＤなど）を直接か郵送
で❷は8月18日(必着)までに申込書を直接。
〒212-8570幸区役所地域振興課☎556-
6606 555-3130。［選考］。※いずれも申
込用紙は区役所で
配布中。区HPから
もダウンロード可

　食品衛生月間の8月から、食品衛生
ポスター展を開催します。ことしは南河
原小学校の子どもたちの作品を展示し
ます。素敵な作品をお楽しみください。
区役所1階ロビーハナミズキ展示コー
ナー…展示期間 8月17日～8月30日
ギャラリーバス(川71系統など)…展示
期間❶8月8日～9月4日❷9月5日～10
月9日※❶❷の期間にバス車内に各15
枚程度展示します。

区役所衛生課☎556-6683 556-
6659

区役所地域振興課☎556-6606 555-3130

プログラム
光通信！光糸電話を作ってみよう！
地デジアンテナを作ろう！
芳香剤をつくろう！
紙で強い橋をつくろう！ 
ロボットを操縦してみよう！
ソーラーパワーを感じよう！
縁日企画（ヨーヨーつりなど）
慶応義塾大学の最先端の研究紹介
※その他、展示や工作、自然観察な
ど、楽しいイベントが多数あります

「科学とあそぶ幸せな一日」
さいわいハナミズキコンサート
出演者・運営委員大募集！

新川崎で科学体験イベントを開催！

昨年のポスター展

食品衛生ポスター展

日ごろの防災対策がいざというときに身の安全を守ります。
いつ起こるか分からない災害に家族みんなで備えましょう。

区役所危機管理担当☎556-6610 555-3130

災害時に必ず役に立ちます
みんなで実践しましょう

食料・飲料などの備蓄 家族の安否確認方法の決定

災害情報の入手

避難場所・経路の確認

非常持出品の用意

マップの他、非常持出品のリストなど
も掲載しています

幸区版洪水ハザー
ドマップを29年5
月に改訂しました

幸区総合防災訓
練を

開催します

煙体験
放水訓練

救急車・消防車の展示
防災的あてゲーム

消防車ペーパークラフト　など

子どもが体験できる訓練もあります
ぜひ家族で参加してください

消防車や白バイ
にも乗れるよ！

防災気象情報
川崎市に気象情報が
発表されました。
【大雨警報】

緊急情報

地震情報

気象警報

天気予報
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健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

❶
1歳児

歯科健診
9月
5日㈫

9:00
～
9:45

1歳前後の
乳幼児
30人

歯科健診と相談
8月15日から直接
か電話で地域支援
担当☎556-6693。
［先着順］

❷
生活習慣病
予防相談 9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

8月15日から直接
か電話で地域支援
担当☎556-6648。
［先着順］❸

禁煙相談 2人 個別禁煙相談

会場は❶は区役所3階、❷❸は区役所2階
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

半） 幸市民館大会議室 当日先着
160人。会場へ直接。出演：李文佳、
丹生谷佳惠、曲目：ツィゴイネルワイ
ゼン他※入場制限を行う場合があり
ます。
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
度に花苗か用土(花苗の種類は区で指
定)を提供します。提供時期：10月25
日～11月12日の原則水・金・日曜日
8月31日(必着)までに、申込書に必
要事項を記入し、花壇の案内地図と
図面、写真を直接か郵送で。［抽選］。
※申込書は区役所で配布中。区HPか
らダウンロード可。

区役所地域ケア推進担当
☎556-6730 556-6659

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
をボランティアに預け、ゆっくりと入浴
できます。 9月6日㈬10時半～12
時半 桐の湯(南幸町3-56) 3カ月
～3歳までの子どもと母親18組。入
浴に必要な物と子どもの飲み物を持
参。 子ども１人につき150円。 8
月28日から直接か電話で。［先着順］

※�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

区役所保育所等・地域連携
☎556-6718 556-6659

日吉おやこであそぼうランド
　保育講座「おむつはずしについて」
9月11日㈪10時～11時 日吉合

同庁舎２階 トイレットトレーニングを
行っているかこれから行う子どもと保
護者20組 8月24日から直接か電話
で。［先着順］
パパっとサタデー広場
　パパも一緒に遊びましょう！❶すいか
割り…8月26日㈯❷おだんごを作ろう
…9月9日㈯�いずれも10時～12時。
南加瀬こども文化センター 区内

在住の乳幼児と保護者。会場へ直接。

区役所地域振興課
〒212-8570幸区戸手本町1-11-1

☎556-6606 555-3130

夢こんさぁと
　バイオリンとピアノによる鮮やかな
音色をお楽しみください。 8月17日
㈭12時05分～12時45分（開場11時

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

子ども・子育て講演会
「働くよろこび　豊かな人生」
〜そのまんまで素敵だよ〜

　障がいのある子どもたちの就労につ
いての講演会です。 9月30日㈯14
時～15時半 幸区役所4階会議室。
講師：大橋恵子氏(元高島屋横浜店ジョ
ブコーチ) 50人 9月4日から直接、
電話、区HP、FAXで。［先着順］

日吉分館
☎587-1491 587-1494

ふれあい体験
＠さいわいふるさと公園
　地域の人と一緒に虫追いや草刈り
体験などを通じて自然とふれあってみ
ませんか。9月23日㈷、11月25日㈯、
12月10日㈰いずれも10時～12時
さいわいふるさと公園（新川崎７） 各
回先着30人（小学校3年生以下は保
護者同伴） 各回100円 9月5日10

時から日吉分館に直接か電話。

幸区社会福祉協議会
☎541-8000 533-8703

敬老のつどい
　9月15日㈮❶9時半～12時半…利
用者演芸大会❷14時～15時半…お笑
い演奏と演歌コンサート。 いずれも
さいわい健康福祉プラザ3階。❶は会
場に直接。❷は60歳以上100人。
❷のみ9月4日9時からさいわい健康福
祉プラザ2階で入場券を配布。［先着順］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

絵本の読み聞かせと紙芝居
　❶エプロンおばさんの絵本の時間
(乳幼児向け)…9月5日㈫、11時～11
時半❷おはなしの時間(幼児～小学校
低学年向け)…9月13日㈬15時～15時
半。 いずれも幸図書館。会場へ直接。
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　10月7日㈯、8日㈰に開催する区民
祭の中央舞台で、音楽、踊り、パフォー
マンス、演技などを披露する団体を
募集します。

8月18日(消印有効)までに申込
書(区役所で配布中、区HPからもダ
ウンロード可)を直接か郵送で〒212-
8570幸区役所内区民祭中央舞台担当
☎556-6611 555-3130。［選考］

区民祭中央舞台
参加団体募集 　ウメやモモなどの葉にドーナツ状の症状が確認され

た場合、ウメ輪紋ウイルスに感染しているおそれがあ
ります。ウイルスのまん延防止のため、８月から９月に
区の一部地域（横浜市境付近）で身分証を携帯した調査
員（国、県、市職員等）が訪問調査を実施しますので、
協力をお願いします。

農林水産省横浜植物防疫所
☎045-285-7135
045-211-2171

※ウメ輪紋ウイルスは、ヒトや動物に
は感染することはなく、感染した果実
を食べても健康に害はありません。

ウメ・モモなどの葉の訪問調査

（原図：植物防疫所）

�8月16日10時から直接か電話で石川記念武道館☎ 544-0493。［先着順］
※電話での受け付けの場合は、仮受け付けとなります

石川記念武道館 武道教室後期受講者募集

教室名 日程 時間 対象・定員 受講料
なぎなた 9月2日～10月28日の

土曜（9月23日を除く）
(全８回)

14:00～15:00 小学生以上20人

各3,590円

合気道 16:40～17:50

小学生以上各30人

空手道 17:30～19:00

剣道 9月5日～9月28日の
火・木曜(全８回) 17:00～18:30

少林寺
拳法

9月7日～10月26日の
木曜(全８回) 18:00～19:00

柔道 9月5日～9月21日の
火・木・土曜(全８回) 18:00～19:15 小学生以上20人

�各締め切り（必着）までに往復ハガキで〒212-0023幸区戸手本町１-11-3
幸スポーツセンター☎555-3011 556-0169

幸スポーツセンター 第3期スポーツ教室受講者募集

教　室　名 日　程 時　間 対象･定員 受講料 締め切り
エンジョイフラ 10月2日～12月

11日の月曜(10
月9日、23日、
11月27日を除
く)(全8回)

10:45～12:00 16歳以上60人
各
4,850
円

8月
25日★ヨガ

❶9:15～10:30 16歳以上
各50人❷10:45～12:00

マットサイエンス 19:30～20:45 16歳以上50人

フラ入門 10月3日～12月
5日の火曜(全10
回)

10:45～12:00 16歳以上60人 5,980
円 8月

26日★幼児スポーツ
　広場

❶9:15～10:30 2･3歳児と
保護者各30組

6,200
円❷10:45～12:00

★ピラティス 10月5日～12
月14日の木曜
(11月23日を除
く)(全10回)

❶9:15～10:30
16歳以上
各50人

各
5,980
円

8月
28日

❷10:45～12:00
レクリエーション
ダンス 13:00～14:45

＊いずれも幸スポーツセンター（★印は石川記念武道館）で実施
＊申込者多数の場合は各締め切り日の翌日10時に抽選
＊定員に満たない場合は各締め切り日の翌々日10時から直接か電話で受け付け
＊他にもたくさんの教室があります。詳細はお問い合わせください

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�☎556-6718 556-6659

パパっとサタデー

日時（時間はいずれも
11:00～12:00） 内 容 場所（こども文化センター）

直接か電話で

8月19日㈯ ベビーダンス 下平間 ☎544-2925
ベビーヨガ 北加瀬 ☎599-6848

8月26日㈯ 親子で楽しむ人形劇 幸 ☎544-1489
ベビーサイン 小倉 ☎599-4153

9月��2日㈯ たのしいえほんコンサート 下平間 ☎544-2925
9月��9日㈯ 親子で楽しむ人形劇 小倉 ☎599-4153
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