
熱中症に注意…日傘や帽子の活用、小まめな休憩、水分・塩分の補給などで熱中症を防ぎましょう。 編集：幸区役所企画課（☎556-6612 555-3130）
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　パパの子育ては子どもだけでなく、ママや
家族、そしてパパ自身にもいいことがたくさ
ん。 地域へ出ることで、悩みや楽しさを共
有できる仲間が見つかるかもしれませんね。

区役所保育所等・地域連携
☎556-6672 556-6659

　子どもをちょっと見ておく、ママの話を聞い
てあげるなど、日常のほんのちょっとしたこと
の積み重ねで子どもやママ、家族との絆が深
まります。これからパパになる人や、今パパ
として少し不安を感じている人も、『Father’s 
book』を参考にしてみてください。

『Father’s book』
編集委員会

（夢見ヶ崎保育園保育士）
谷口篤さん

親子で楽しむHappyコンサート

　区内在住の乳幼児とそのパパとママ
を対象とし、区内の保育園や地域子育
て支援センター、こども文化センター
でイベントを開催しています。子育てと
いう共通点を持つパパやママとの新た
な出会いが待っています。

内 容 日時 場所
すいか割り 8月25日㈯

10時～
12時

南加瀬こども文化センター

劇遊び 9月1日㈯ 下平間こども文化センター

おだんごを作ろう 9月8日㈯ 南加瀬こども文化センター

※当日会場へ直接　家庭における子育てでの困り事や悩み事を解決するため
のヒントが掲載されています。区役所などで配布中です。 

子どもの
成長に
プラス

ママ・家族が
大助かり

子どもから
パワーを
もらえる

仲間づくりに
つながる

ベビーヨガ
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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。

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1歳児
歯科健診

9月
4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］

会場は区役所3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

　慶応義塾大学や区内企業・団体が出展し、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を開催します。
日時　9月8日㈯10時～16時（荒天中止）
会場　「新川崎・創造のもり」（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）
区役所地域振興課☎556-6606 555-3130

　31年２月16日㈯に幸市民館大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10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20日（必着）までに 
申込書を直接〒212-8570区役所地域振興課☎556-6606 

555-3130。［選考］
※いずれも申込書は区役所

で配布中。区HPからも
ダウンロードできます。

　10月20日㈯・21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17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、郵
送、メールで〒212-8570区役 
所地域振興課内区民祭事務局中
央舞台担当☎556-6611 555-
3130 63tisin@city.kawasaki.
jp ［選考］

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！ 
●ロボットを操縦してみよう！
●ソーラーパワーを感じよう！
●慶応義塾大学で行っている最先端の研究紹介

第3期スポーツ教室受講者募集

作品を、ぜひご覧ください。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～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１０日❷９月１２日
～１０月８日。※❶❷の期間にバス車
内に各１５枚程度展示します。

区役所地域支援担当
☎556-6693 555-1336

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。 9月28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 8月15日か
ら直接か電話で。［先着順］
プレママクッキング・
マザーズブラッシング

　妊娠中の食生活とお口のケアにつ
いて学べます。 9月２7日㈭９時半
～14時（受け付け9時15分～） 区
役所３階栄養室・歯科室 区内在住
で、妊娠５～８カ月の人 500円程度

（調理実習材料費） 直接か電話で。
［事前申込制］

区役所保育所等・地域連携
☎556-6732 556-6659

0歳のお子さんのママ集まれ！
　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てみませ
んか。専門職による、年齢発達に応
じた話が聞けます。 ❶10月17日㈬：
栄養士講座❷24日㈬：保健講座❸31
日㈬：遊びの講座、いずれも10時～
11時、全3回 古川保育園 0歳の
子どもとその保護者7組 9月3日9時
から直接か電話で。［先着順］
日吉おやこであそぼうランド

　子育て講座「子どもの健康」。 9
月28日㈮10時～11時 日吉合同庁
舎2階 就学前の子どもとその保護
者20組 9月3日9時から直接か電話
で。［先着順］

クショップ）を開催します。 ９月１６日
㈰13時半～16時半（13時開場） 新川
崎タウンカフェ（鹿島田1-1-5） 区内に
在住・在学・在勤しているか区内で地域
活動をしている高校生以上20人
8月24日までに「幸区開催分」と記入の
上、氏名（フリガナも）、年齢、住所、
電話・FAX番号、メールアドレス、主な
地域活動歴（なしでも可）、保育が必要
な場合はその旨を記入し（書式自由）、
直接、FAX、メールで。［抽選］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

エプロンおばさんの絵本の時間
　乳幼児向けのおはなし会です。
9月4日㈫11時～11時半 幸図書館
絵本コーナー。出演：幸えほんの会。

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
〒212-8570　川崎市幸区戸手本町1-11-1

☎556-6606 555-3130

夢こんさぁと
　フルートとギターが奏でる音色をお楽
しみください。 8月16日㈭12時05
分～12時45分 日吉合同庁舎タウン
ホールやまぶき 当日先着80人。出
演：田口絵理奈&木村眞一朗、曲目：
カンタービレ他。※席数が限られてい
ますので、立ち見の場合があります。
緑化活動団体へ花苗を提供

　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
２６日～１１月１４日の原則水・金・日曜
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
らもダウンロードできます。
市民活動交流イベントの出展団体募集

　市民活動のイベントに参加しません
か。 31年３月２日㈯ 区役所 区
内で活動している市民活動団体２０団
体程度 ８月３１日（必着）までに申込
書を直接か郵送で。［選考］。※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。

区役所衛生課
☎556-6683 556-6659

食品衛生ポスター展
　毎年、食品衛生月間である８月に、
食品衛生ポスター展を開催していま
す。 今年は西御幸小学校の子ども
たちの作品を展示します。すてきな

幸区社会福祉協議会
☎541-8000 533-8703

敬老のつどい
　 9月14日㈮❶9時半～12時半…
利用者演芸大会❷14時～15時半…漫
談と演歌歌手によるコンサート いず
れもさいわい健康福祉プラザ3階。
❷は60歳以上100人。 ❶は会場へ
直接❷は9月3日9時からさいわい健康
プラザ2階で入場券を配布。［先着順］

市民文化局協働・連携推進課
☎200-1986 200-3800

25kyodo@city.kawasaki.jp

幸区のこれからの地域づくりを
考えるワークショップ

　10年後、あなたの住む地域をどん
なコミュニティにしたいか、一緒に考え
てみませんか。これからの地域づくり
に向けて、区ごとに市民検討会議（ワー

さいわいハナミズキコンサート

出演者・運営委員大募集！

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　前期受講者募集

教室名 日程 時間 対象・定員 受講料
なぎなた

9月1日～10月20日の
土曜（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4日～10月2日の
火・木曜（全８回） 17:00～18:30

柔道 9月4日～9月20日の
火・木・土曜（全８回） 18:00～19:15 小学生以上20人

少林寺
拳法

9月6日～9月29日の
❶木曜、全4回（小人）
❷土曜、全4回（大人）

18:00～19:00 小学生以上
各20人 各1,800円

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1日～12

月10日の月
曜（10月8日、
22日、11月
26日を除く）

（全8回）

10:45～12:00 16歳以上60人

各
4,850円

8月
24日

バスケット
ボール 19：30～20：45 16歳以上30人

マット
サイエンス 19:30～20:45 16歳以上50人

背骨コンディ
ショニング 10月3日～12

月5日の水曜
（全10回）

12:30～13:45 16歳以上30人
各
5,980円

8月
26日機能改善

フィットネス 14:00～15:00 16歳以上20人

＊「ストレッチエクササイズ」「ヨガ」「ジャズダンス」「ミニバスケットボール」「初心者バドミント
ン教室」「初中級者バドミントン教室」「ストレッチ＆簡単ヨガ」「フットサル」「フラ入門」「幼児ス
ポーツ広場」「親子スポーツ」「ジュニアダンス＆エアロ」「やさしい健康体操」「ピラティス」「レク
リエーションダンス」「3B体操」「ウォーク＆ラン・ラン入門」「金曜中級ランニングセミナー」「土曜
中級ランニングセミナー」「サタデーフラ」の教室もあります。詳細はお問い合わせください。

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。申込者多数の場合は抽選。

工作、展示、自
然観察などさま
ざまなプログラ
ムを楽しめます！

幸スポーツセンター

昨年度（ミューザ川崎）の様子

区民祭中央舞台
出演団体募集

幸図書館休館のお知らせ
8月20日㈪、9月10日㈪〜23日㈰は休館
します。※返却ポストはご利用いただけ
ます。
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