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区役所地域保健福祉課☎556-6643、 556-6659

　現在、日吉健康ステーションで行っている業務は、
４月１日から幸区役所で実施することになります。
　さまざまな申請や相談を１つの庁舎内で行うことに
より、保健と福祉に関する総合的なサービスを提供し
ていきます。

　幸区役所へお越しの場合は、バスの利用が便利です。
　　市バス（川63・64・66・71・83系統）
　　臨港バス（川60系統）
　  「市立商業高校前」または「幸区役所入口」で
　　お降りください

　区役所と日吉出張所で、写真展を開催します（6〜8月
に開催予定）。開催にあたり、区内で撮影した「ハナミズキ」
と「ヤマブキ」の写真を募集します。
募集期間　４月１５日〜５月31日（必着）
作品規定	 ❶区内で撮影した、白黒またはカラーの写真
	 ❷２Ｌ判（127mm×178mm）以上（額装不要）
	 ❸１人各2枚まで
応募対象者　区内在住、在勤、在学の人
応募方法　応募用紙を記入し、写真
の裏に貼り付けて、郵送または持参
してください。
※応募用紙は区役所で配布中。詳細
はお問い合わせください

〒212-8570幸区役所総務課
☎556-6604、 555-3130

展示する作品を
募集します区の木 ハナミズキ 区の花 ヤマブキ

日吉健康ステーション業務を
幸区役所へ移管します

から
４1

　３月と４月は、引っ越しなどの手続きで区役所窓口が大変混雑します。手続きの際は、時間に
余裕を持ってお越しください。10時ごろまでは比較的空いています。
臨時開設日時　４月２日㈯８時半〜12時半
取り扱い業務　市版４面参照。国民年金業務は行いません
※第２･４土曜は、年間を通して窓口を開設（8時半〜12時半）。住民票の写しや印鑑登録証明
書などは、市内の行政サービスコーナー（川崎地下街アゼリア西広場など）でも受け取れます
区役所区民課☎556-6616、 555-3149　区役所保険年金課☎556-6620、 555-3149

待ち時間

閉庁日

土曜の午前中も転
出入手続きなどが
できます

2時間以上待ち●		▲		●		▲		●		▲		

1時間以上待ち●		▲		●		▲		

30分以上待ち●		▲		

窓口混雑予想カレンダー

区民課・保険年金課の窓口を臨時に開きます

日吉合同庁舎１階、３階の業務は変更ありません
　各種証明書の発行、町内会・自治会・スポーツ振興、生涯学習事業、
図書の貸し出しなどは、変更ありません。

　28年度は、日吉合同庁舎２階で、
「たのしいえほんコンサート」や人
形劇、子育て講座など、さまざまな	
子育て支援に取り組みます。
　日程など、詳細が決まり次第、
市政だよりなどでお知らせします。
区役所こども支援室

☎556-6730、 555-1336

移管する業務
❶	小児ぜん息

そ く

医療費申請・医療費受給証交付

❷	成人ぜん息
そ く

医療費助成認定・助成申請

❸	公害健康被害補償制度・補償給付など	
　	（療養手当・医療手当請求、特別乗車証申請・交付	他）

❹	母子健康手帳の交付（妊娠届の提出）

❺	乳幼児健康診査（１歳６か月児健診・３歳６か月児健診）
　	※３か月児健診は、市内協力医療機関での個別実施になります

❻	小児慢性特定疾病医療費助成申請

❼	養育医療の給付申請

子育て支援に取り組みます

４/２㈯

保護者同士の交流も

日吉合同庁舎
２階では

「しあわせあふれる幸区 区の木・区の花写真展」

3月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

●		▲		

●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		 ●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		●		▲		●		▲		●		▲		●		▲		

●		▲		 ●		▲		

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

●		▲		●		▲		 ●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		●		▲		

●		▲		

●		▲		

●		▲		

●		▲		

●		▲		

●		▲		 ●		▲		 ●		▲		

●		▲		●		▲		●		▲		
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会場はいずれも区役所3階

健診名 日程・受付時間 対 象 内容・費用など
1 歳 児
歯 科 健 診 4月5日㈫ ９:00～

９:45
1歳前後の
乳幼児30人

歯科健診と
相談

3月15日から
直接か電話
で。［先着順］

生活習慣病
予 防 相 談

4月25日㈪ 11:00～
11:15

５人
医師・保健師・栄
養士・歯科衛生
士が個別相談。
健診データ持参

禁 煙 相 談 禁煙に関心の
ある２人 個別禁煙相談

区役所地域保健福祉課☎556-6648、 556-6659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
区役所児童家庭課☎556-6693、 555-1336

　日吉分館で活動している団体の歌や演奏、体験イベント、料理屋台
の出店など、魅力いっぱいのお祭りです。ぜひお越しください。

　３歳児健診の実施日に、子どもと保
護者が楽しめる「ニコニコタイム」を開
催しています。

（１０月以降は３歳６か月児健診の実施
日に開催）
場所　区役所３階キッズルーム
内容　保育士による手あそびや
　　　パネルシアターなど

区役所こども支援室☎556-6732、 555-1336

選］。※申込書は区役所で配布中。区
ホームページからもダウンロード可

区役所地域保健福祉課
☎556-6648、 556-6659

ヘルスパートナーさいわいと
楽しく体を動かそう！  

　｢日本一だよ幸区｣「上を向いて歩こ
う」などの楽曲に合わせてリズム体操
をしてみませんか。３月25日㈮9時45
分～10時45分。日吉合同庁舎２階で。
会場へ直接。

区役所こども支援室
☎556-6718、 555-1336

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。３月15日㈫10時～

※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
※体を動かす催しは、動きやすい服装
で。飲み物、タオルは各自持参

区役所地域振興課
☎556-6606、 555-3130

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、30団体程 
度。花苗か用土（花苗の種類は区で指
定します）。提供時期は5月25日～6月
12日。 3月18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 
〒212-8570幸区役所地域振興課。［抽

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

13時…戸手第1公園(戸手本町1-76-
1)、南加瀬けやき公園(南加瀬4-35-4)
で。雨天中止。会場へ直接。

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)…３月15日、４月５日の火
曜、11時～11時半❷おはなしの時間
(幼児～小学校低学年向け)…３月23
日、４月13日の水曜、15時～15時半。
いずれも幸図書館で。会場へ直接。

幸スポーツセンター
☎555-3011、 556-0169

幸スポーツセンターの臨時休館
　３月31日㈭と４月１日㈮はトレーニン
グマシンの入れ替えと設備改修のた
め臨時休館します。
市民健康セミナー
「背骨コンディショニング体験」
　背骨の歪みをとる独自の体操で、
つらい肩凝りや腰痛などを予防しま 

しょう。3月23日㈬12時半～13時45
分。幸スポーツセンター2階小体育室
で。16歳以上。会場へ直接。

さいわい健康福祉プラザ
☎541-8000、 533-8703

前期講座(4月～9月)
4月から順次開講。60歳以上の人。

※❶～❺は自由参加。❻～⓫は事前
申し込みが必要（初めての人優先）。
教材費・材料費実費。詳細はお問い合
わせください。 3月15日～19日の
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］

乳幼児と保護者が楽しいひとときを過ごせる場です
区役所こども支援室 ☎556-6718、 555-1336

パパっとサタデー

日 時 内 容 場所（こども文化センター）
直接か電話で

3月19日㈯

10:00～12:00 薫
くんせい

製体験 下平間 当日会場へ直接

11:00～12:00

親子で楽しむ
コンサート 北加瀬 ☎ 599-6848

ベビーダンス 小倉 ☎ 599-4153

親子で遊ing 南河原 ☎ 511-4963

3月26日㈯
11:00～12:00

ベビーダンス 北加瀬 ☎ 599-6848

4月9日㈯ 親子で楽しむ
コンサート 下平間 ☎ 544-2925

講座名 回数
❶ はつらつ体操 12
❷ リフレッシュ体操 14
❸ ヨーガ・自律訓練法 12
❹ バランス体操 12
❺ スマホ・タブレット講座 11
❻ つるし飾り入門 12
❼ 日本近現代史 12
❽ 男の食彩 6
❾ 栄養講座 6
❿ 楽しいハーモニカ 12
⓫ ペン習字入門 12

3/19㈯、20（祝）
10時～15時

場所　日吉合同庁舎 第12回
さくらフェスタ日吉

内容

2日間共通　料理屋台、作業所製品販売、作品展示、フリーマーケット、 
　　　　　　リユース図書・雑誌の配布(リユースは9時半から)
19日　中学校の吹奏楽部による演奏、多文化交流、バルーンアート体験、 
　　　 昔遊び、朗読会など
20日　幼稚園児・小学生の歌、ハンドメイドフラワー、茶道体験など
※事前に整理券が必要なイベントがあります。詳細は問い合わせるか、
日吉分館で配布中のチラシをご覧ください。また、当日は混雑が予想さ
れるので、公共交通機関をご利用ください

日吉分館☎587-1491、 587-1494
コーヒーゼリーと
コーヒーの粉を使っ
て電池ができる?! 

場所　東芝未来科学館
対象　区内在住か在学の小学生 
　　　30人(小学3年生以下は保 
　　　護者同伴)
参加費　500円

3月15日までに区ホームペー
ジで区役所地域振興課☎556-
6606、 555-3130。［抽選］
※結果は3月18日までに応募者全
員にメールで通知します

さいわいテクノ塾
「竹炭電池カーを作って走らせよう！」

　科学を楽しく、より身近に感じることのできるイベントです。東芝未来科学
館との協働により実施します。

自転車は 左側通行 で安全運転を心掛けましょう～自転車は「軽車両」、車の仲間です～

子どもと一緒に楽しい時間を♪

おいしい食べ物もあります 楽しい催し盛りだくさん

「ニコニコタイム」がはじまりました

3/25㈮
14時～15時半
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