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　地域の課題を解決したり、魅力
を高めたりするための取り組みを募
集します。提案のあった取り組みは
審査・決定後、事業として提案団体
に実施を委託します。

委託費　�1事業当たり75万円以内
（税込み）

対　象　�区内で事業を実施でき
る団体（町内会・自治会、
NPO法人、市民活動団
体、企業など）

12月14日（必着）までに申込用紙
を直接か郵送で〒212-8570区役所
企画課☎556-6612 555-3130�
［選考］
※�申込用紙は区役所などで配布中。
区HPからもダウンロードできます

●障害者スポーツ・アートの普及、心のバリアフリーにつながる取り組み

●若い世代に社会活動への参加を促すための取り組み、交流の場づくり

●交通安全教室や災害時の備えについての啓発などの取り組み

●子どもと遊べる居場所、子育て世代の交流の場づくり

●音楽、スポーツや夢見ヶ崎公園などの地域資源を活用した取り組み

●街の景観や環境への意識を高め、普及させる取り組み

　地域のことを物語や絵の世界を楽しみながら知ってもらう
ために絵本を作成します。作成した絵本を使って読み語りの
会なども行います。 　地域が主体となったまちづく

りを進めるため、地域住民に
よる意見交換や、勉強会など
を実施しています。

　備蓄している非常食
を定期的に食べ、食べ
た分を買い足す「ローリングストック法」を広める
ため、リーフレットやパネルを作成し、区内のイ
ベントなどで紹介しています。リーフレットは区役
所などでも配布中。

　「心のバリアフリー」をめざして、
演奏する人も聞く人も誰もが楽しめ
るコンサートです。
会場へ直接。
日時　11月17日㈯12時～14時半
場所　ミューザ川崎1階ガレリア

日時　11月15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　�M

モ ノ

ono�T
ト ー ン

one�Q
カ ル テ ッ ト

uartet（クラリネット４重奏）
曲目　見上げてごらん夜の星を　他
定員　当日先着80人
※�席数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

　オリジナル防災かるたを使っ
て、区内の小学校でかるた大会
を実施します。防災訓練などで
も防災啓発活動を行います。

※写真は昨年度の様子

　「かわさきパラムーブメント」の推進に資する
取り組みについては、審査時に加点対象とします。

あなたの力を地域のために

「はぴ☆こん」
～誰もが幸せになるコンサート～

30年度の
取り組み

クラリネットカルテットの響き
をお楽しみください

はたらくらす
実施団体

「みんなで創る！幸区物語」
プロジェクト 夢見ヶ崎動物公園編 地域まちづくり活性化のための

人材発掘と育成事業

川崎フロンターレ
防災啓発活動

検索かわさきパラムーブメント

オーベルグランディオ
川崎ガールズ会

実施団体
ローリングストック法の

普及啓発から地域防災力の向上へ

川崎フロンターレ
実施団体

イータウン
実施団体

募集する
取り組みの例

31年度　提案型協働推進事業を募集します!

●地域での健康維持・増進のための取り組み
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区役所1階に、婚姻届・出生届などで来庁した人が自由に利用(開庁時間のみ)できる記念撮影コーナーがあります。

～地域を豊かにするために～ ～つながる　ひろがる～

保護者のためのストレスマネジメントご近所支え愛事業講演会

町内会・自治会活性化講座 ゆめみらい交流会参加者募集！

「無理しない」子育てのヒント区民が創り育てる地域包括ケアシステム

　町内会・自治会活動における個人情報の取り
扱いについて困っていませんか。弁護士による
講座を開催します。
日時　11月15日㈭15時半～17時
場所　区役所4階会議室
講師　冨田千鶴氏
定員　当日先着100人

区役所地域振興課☎556-6609
555-3130

　公園のわくわくする新たな空間づくりに向けたワーク
ショップを行ったり、活動団体による夢見ヶ崎の面白い話
を聞いたりします。誰でも参加できます。
日時　12月4日㈫18時半から
場所　コトニアガーデン新川崎弥生テラス地域交流室（北加瀬2-11）
定員　40人
活動団体によるプレゼン　NPO法人はたらくらす、studio FLAT

11月26日までに電話、ＦＡＸ、メールで区役所企画課☎556-6612
555-3130 63kikaku@city.kawasaki.jp ［抽選］

　子どもの発達や関わり方など子育ての悩みに対するヒント
や実践的なアプローチを紹介します。
日時　12月19日㈬10時～12時　場所　区役所
講師　高山恵子氏（えじそんくらぶ代表）
定員　市内在住・在勤・在学の80人

11月16日から直接、電話、FAX、区HPで区役
所地域ケア推進担当☎556-6730 556-6659 ［先着順］

　身近な取り組み事例から地域包括ケアシステムを学び、
これからの地域とのつながりを一緒に考えてみませんか。
日時　12月13日㈭10時～12時　場所　幸市民館
講師　後藤純氏（東京大学高齢社会総合研究機構特任講
師）　定員　100人

11月15日から直接、電話、FAX、区HPで区役所地域ケア推進担当
☎556-6730 556-6659 ［先着順］

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1歳児
歯科健診

12月4日
㈫

9:00
～

9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

歯科健診と相談
11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
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

1-76-1)❸南加瀬けやき公園、さいわ
いふるさと公園。
みゆきでプレパ！  

　プレーパークは「自分の責任で自由
に遊ぶ」をモットーに、子どもの好奇
心を大切にしている遊び場です。工
作やベーゴマ遊びなどができます。

11月28日、12月5日、12日 の 水
曜、13時半～16時 御幸公園(東古
市場1)。荒天中止。会場へ直接。

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

さいわいテクノ塾「魔法のペンで
雪だるまを光らせよう」

　科学を楽しく、より身近に感じるこ
とのできる教室です。東芝未来科学
館との協働により実施します。 12

まれた家庭へ訪問する活動について
学びます。 12月17日㈪13時半～
16時 区役所 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 11月15日から12月10日
までに直接か電話で区役所地域支援
担当☎556-6714 ［事前申込制］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

冬のおおきなおはなし会
　 12月8日㈯14時～14時40分(開
場13時45分) 幸市民館大会議室
2歳以上、当日先着100人。
絵本の読み聞かせ

　エプロンおばさんの絵本の時間(乳
幼児向け)… 11月20日、12月4日の
火曜、11時～11時半。おはなしの時
間(幼児～小学校低学年向け)… 11
月28日、12月12日の水曜、15時～
15時半 幸図書館。

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

区役所地域ケア推進担当
☎556-6730 556-6659

中高生向けボランティア後期募集

　区役所や地域で行われている活動
に、ボランティアとして参加してみま
せんか。3月までの土日を中心に参加
できる多様なメニューを用意していま
す。詳細は「幸区はぴボラ」で検索。
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。 ❶11月20日❷11
月27日❸12月11日の火曜、10時～
13時。雨天中止 ❶南加瀬けやき公
園(南加瀬4-35-4)、小向第7公園(小
向西町1-65)❷さいわいふるさと公園 
(新川崎7) 、戸手第1公園(戸手本町

月26日㈬14時～16時 東芝未来科
学館(堀川町72-34) 区内在住か在
学の小学生40人(保護者同伴) 300
円 11月30日 ま で に 区HPで。［抽
選］。※抽選結果は12月14日までに
全員へ通知します。
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着順］

区役所地域支援担当
☎556-6693 555-1336

こんにちは赤ちゃん訪問員養成講座  
　乳児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

日時 内 容 場所

12月1日㈯ 10:00
～

12:00

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 当日会場へ

直接
12月8日㈯ ミニコンサート 南加瀬こども

文化センター

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 ☎556-6672 556-6659

パパっとサタデー

昨年度の様子 第4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 1月7日～3月

18日の月曜（1
月14日、2月
11日、25日を
除く）（全8回）

10:45～12:00 16歳以上60人

各
4,850円

11月
30日

バスケットボー
ル 19:30～20:45 中学生以上

30人
マットサイエン
ス 19:30～20:45 16歳以上55人

背骨コンディ
ショニング 1月9日～3月

13日の水曜
（全10回）

12:30～13:45 16歳以上30人
各
5,980円

12月
2日機能改善フィッ

トネス 14:00～15:00 16歳以上20人

ウオーク＆
ラン・ラン入門 1月11日～3

月15日の金
曜（全10回）

9:15～10:45 16歳以上20人 4,850円
12月
4日金曜中級ラン

ニングセミナー 10:30～12:15 16歳以上30人 8,620円

※�「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
クレーションダンス」「3B体操」「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。

幸スポーツセンター

もうしこみ といあわせ

もうしこみ
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