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詐欺にあわないために

交通安全、大人が手本に

　消防団は地域住民
により構成される消
防機関です。幸消防
団は「自分たちのまち
は自分たちで守る」と
いう郷土愛の精神で、
災害時に消火・救助活
動を行うだけでなく、
防火防災訓練やお祭
りの警備、火災予防
広報などさまざまな
活動をしています。

　大人の皆さん、交通ルールやマナーをしっかりと守っていますか？　子どもは、大人の行動を
よく見ています。子どもの手本になれるよう、交通安全に努めましょう。

区役所危機管理担当☎556-6605 555-3130

防火・防犯 ・交通安全年 末 年 始を安 全・安 心に 過ごしましょう

　区内在住か在勤で18歳以上の健康な
人が対象です。

直接か電話で幸消防署
☎511-0119 544-0119

消防団員はいつでも募集中です！

　南加瀬在住で市立看護短期大学2年生の加藤広樹さんは、大学の学園祭で
消防団のブースを出展したり、学生の視点で災害対策や救急医療を考えるサー
クルを立ち上げるなど、地域の安全のために積極的な取り組みを行っています。

　幸区区民会議「人にやさしい交通安全部会」
が区内の子どもに「大人の交通ルール・マナーに
関する体験談」を聞き取り調査したところ、右
のような話をしてくれました。

子どもたちは見ています

　年末・年始は振り込め詐欺などが多発します。少し
でも「おかしいな？」と思ったら詐欺を疑ってください。

幸警察署☎548-0110

「携帯番号が変わった」「家にお金を取りに行くから渡して」
「区役所ですが、医療費などの還付金があります」
⇨不審な電話がかかってきたら、まず家族や警察に相談してください

地域を守る「消防団」〜自分たちのまちは自分たちで守る〜

　市内の出火原因の1位は、昭和51年から41年連続で放火
です。空気が乾燥しているこの時期、特に注意が必要です。
各家庭で放火されない・させない環境づくりをしましょう。

幸消防署☎511-0119 544-0119

放火防止５つのポイント
❶家の周りに燃えやすいものを置かない
❷家の周りは外灯などをつけて明るくする
❸車庫や物置などは鍵を掛ける
❹ごみは収集日の朝に出す
❺地域のみんなで声掛けと見守りを

加藤広樹さん

消防局イメージキャラクター 太助

地域の子どもたちに消火器の使い方をレクチャー

◆横断歩道で10人位の人が待っていたが、一人が信号無視して渡っていた。
◆歩きスマホや自転車に乗りながらスマホをしていて危ないと思った。
◆横断歩道がない所を渡ってバスに乗ってきた。
◆横断歩道で渡ろうとしても車が止まってくれなかった。

　消防車両などの分列行進、こまどり幼
稚園園児の演奏、川崎キッズチアリーディ
ングクラブＢＡＭＢＩＥＳの演技、一斉放水な
どを披露するほか、学んで楽しめる消防
体験コーナーもあります。会場へお越し
の際は、公共交通機関をご利用ください。
雨天決行。
場所　河原町グラウンド・体育館（河原町
小学校跡地・河原町1、荒天時は体育館内）

幸消防署☎511-0119 544-0119

こんな電話は詐欺です

架空請求の可能性があります

インターネットサイトからの利用料や退会金などの支払いの請求
⇨身に覚えのない請求に応じるのはやめましょう

10時～12時半
1 7 日

新春恒例 幸地区消防出初式

学生の
団員も
活躍中

　「地域のために協力したい」「家族や友人を災害などから守りたい」と思っ
た事がきっかけで入団しました。消防団の活動をすることで地域との深い
つながりを持つことができ、とてもよかったと感じています。
　今、消防団では学生や女性の団員も増えてきています。学生や女性だか
らこそできることがありますので、ぜひ消防団に入ってほしいと思います。

STOP！ 放火
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インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症が流行する季節です。手洗い・うがいで予防しましょう。せきが出るときはマスクもつけ、周囲に広げないようにしましょう。

日時　12月21日㈭12時5分～12時45分
場所　日吉合同庁舎タウンホールやまぶき
出演　小倉さちこ（ライアー［竪琴］・弾き語り）
曲目　クリスマスキャロルメドレー他
定員　当日先着80人
※座席が限られていますので、立ち見になる
場合があります

区役所地域振興課☎556-6606 555-3130
穏やかなライアーの響きを
お聞きください

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

❶1歳児
歯科健診

1月
9日㈫

9:00
～

9:45

1歳前後の
乳幼児
30人

歯科健診と相談
12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 1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

12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

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 内 容 場所（こども文化センター）

12月16日㈯ 10:00～12:00 お話し会＆
クリスマスコンサート 下平間 当日会場へ直接

1月13日㈯ 10:00～12:00 正月遊び＆
おもちゃドクター 南加瀬 当日会場へ直接

役所3階ホール。講師：松田健志医師
（あべともここどもクリニック） ２０人

1月5日から直接か電話で。［先着順］
認知症サポーター養成講座

　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
て学ぶ講座です。 1月25日㈭13
時半～15時 日吉合同庁舎2階会議
室 ３０人 12月15日から直接か
電話で。☎556-6693。［先着順］

区役所保育所等・地域連携
☎556-6732 556-6659

パパもいっしょに！ スマイル♥
マム「ふれあい遊び」
1月13日㈯10時～11時半 夢見ヶ

崎保育園 就学前の子どもと保護者
20組 12月15日から直接か電話で夢
見ヶ崎保育園☎588-4130。［先着順］

幸市民館
☎541-3910 555-8224

市民自主企画事業「笑いとありがと
う」で自分の幸せの形を見つけよう！

　笑いと呼吸法による、誰でもでき
る簡単な健康法を学びます。 ❶
2月10日㈯「笑いヨガ」❷２月１７日㈯

「ジブリッシュ（意味のない言葉での
コミュニケーション）」。いずれも14
時～16時半 幸市民館音楽室 20
人 12月15日10時から直接か電話
で。［先着順］
講座「ミューザや相撲部屋を見学
して、幸区の魅力を再発見！」

　幸区の魅力を再確認し、地域活動
を知って、今後の生活に生かしませ
んか。 原則全６回参加できる60歳
以上、20人、デジタルカメラを持参（カ
メラ付き携帯電話可） 2月21日のみ
５００円 12月20日10時から直接か
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

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

さいわい花クラブメンバー募集
　「さいわい花クラブ」は、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、育てる活動をしてい
るボランティア団体です。一緒に活
動してみませんか。定例活動日：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。 12月19日㈫10時
～13時 さいわいふるさと公園わん
ぱくふれあいゾーン(新川崎7)。雨天
中止。会場へ直接。

区役所地域支援担当
☎556-6729 556-6659

講演会「こどものアレルギーとの
上手なつきあい方」
2月15日㈭10時～11時45分 区

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

平和人権学習「人権ってなに？学んで
見つめていこう、ともに生きる社会」

　人権について、憲法における考え
方や障害、多文化共生、子どもの貧
困の各分野における具体的事例を学
びます。 1月20日～2月17日の土
曜、全5回、14時～16時 幸市民
館２階 原則全５回参加できる20人

12月22日10時から直接か電話で。
［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)…12月19日㈫11時～
11時半❷おはなしの時間(幼児～小

学校低学年向け)…1月10日㈬15時
～15時半。 いずれも幸図書館。
会場へ直接。

さいわい健康福祉プラザ
☎541-8000 533-8703

短期講座(2月～３月)
　2月から順次開講。 初心者向け。
60歳以上の人 教材費・材料費実費

12月15日～21日9時～16時に本人
が直接、ハガキを持参し、同プラザ2
階へ。［抽選］

　たくさんの子どもと保護者が参加する
「みんなで子育てフェアさいわい」を、地

域の人と一緒に盛り上げてみませんか。
日時　2月24日㈯9時～15時
場所　幸市民館
対象　区内在住、在学の中学・高校生
内容　 司会、受付、遊びコーナーの補助　

など
1月19日(必着)までに申込書を直接、郵

送、FAXで〒212-8570幸区役所地域ケア
推進担当☎556-6730 556-6659。※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。詳細はお問い合わせください

子どもたちや地域の人と一緒に
イベントを盛り上げよう

幸区ご近所支え愛モデル事業実践講座
　自助・互助について学び地域で実践する人材を
育成するための講座です。「関わりを持つのが難し
い方への対応」や「成年後見制度」などについて、
具体的に学べます。
日時　1月17日㈬14時～16時（受け付け開始13時半）
場所　幸区役所4階会議室
講師　池田秀一氏（行政書士）、常盤秀樹氏（幸風苑地域包括支援センター長）
対象・定員　区在住、在勤、在学の60人

12月15日から直接か電話で区役所高齢・障害課☎556-6619
555-3192。［先着順］

講座名
❶ 学んで、作って、食べる！発酵教室
❷ 始めてみませんか？切り絵。

❸ ファッション講座
～自分の装い考えてみませんか？～

❹ マイスターに学ぶおもちゃ作り
❺ リフレッシュ体操
❻ ヨーガ自律訓練法

❼ スマホ・タブレット
なんでも相談教室

※�❶～❹は事前申し込みが必要（1人1講
座まで）。❺～❼は自由参加。詳細は
お問い合わせください。

日程 講座名
1月18日㈭ オリエンテーション
1月25日㈭ カメラ操作、撮影
2月15日㈭ 相撲部屋見学
2月21日㈬ ミューザ見学
3月3日㈯ 市民活動交流イベント見学
3月15日㈭ まとめ

平成29年度
第2回
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