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幸区統計データ（平成28年 7月1日現在）

162,423人
76,323世帯

（平成28）年
2016

8月1日発行
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多様化、頻発化する自然災害。被害を少しでも減らすためには、
「市民」
「地域」
「行政」
が互いに連携しながら取り組み、防災力を高めることが必要です。
家庭や地域で防災について考え、実践しましょう。

区役所危機管理担当☎556-6610、

投光機・発電機操作訓練

555-3130

心肺蘇生法訓練

区内には、学校など災害時の避難所として指定されて
いる施設が22カ所あり、大規模災害発生時には自主防
災組織を中心に運営されます。

アル
マニュ

初級編

マニュアル

中級編

日時

マニュ
アル

上級編

場所

内容

発災時に避難所の開設と運営を円滑に行うには、日頃
から訓練の積み重ねが重要です。まずは、地域の訓練な
どに参加し、避難所運営のノウハウを習得しましょう。

派遣職員からの意見
◦避難者名簿の作成や物資の管理などの面で、日頃の準
備の必要性を再認識しました。
◦集団食中毒が発生した避難所があり、衛生管理の徹底
も重要と感じました。

レーションゲームで、楽
しく防災について学びま
せんか。

ながら学んでみませんか。
日時

「地域包括ケアシステム」
と
「幸区ご近所支え愛モデル事
業」
について、区役所職員が
わかりやすく説明します。8月
25日㈭10時～11時。日吉合
同庁舎2階で。当日先着60人。
区役所地域ケア推進担当
☎556-6730、 556-6659

8月24日㈬11時～16時

いろいろ
体験
できるよ!

場所 ラゾーナ川崎プラザ 平面駐車場西(堀川町72-1)
内容

起震車体験
給水車による応急給水体験、防火衣試着体験
パトカー、白バイ、消防車などの車両展示
ミニ白バイの体験乗車
交通安全ルール・マナー教室など

市長が皆さんから意見を聴く
「車座集会」
を傍聴しませんか。
日時・場 所 8月26日㈮16時 ～17時10分(開 場15時 半)、
区役所4階第4会議室
定員 当日先着50人
※手話通訳あり。保育希望は前日の午前中までに申し込
み。当日の様子はインターネットで動画配信します。市ホー
ムページ
「市長の部屋」
をご覧ください
区役所企画課☎556-6612、

555-3130

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「地域包括ケアシステムって
なんだろう？」 区民説明会

防災フェスタ2016 ※4面参照

交通安全や防災などについて楽しみ

～提案型協働推進事業〜

災害時を想定したシミュ

直下型地震の発生を想定した震災後の

※見学できます

同時開催

区民のアイデアを実現

たい団体を募集します。

南河原中学校

こども安全安心・防災フェア

間、区役所から職員を熊本市の避難所等へ派遣しました。

机上防災訓練を実施し

9月3日㈯9時～11時

迅速な初動体制を確認するための訓練など
区役所では各避難所での訓練を円滑に実施でき
るよう「避難所訓練マニュアル」を作成します

熊本地震の被災地支援として、4月27日～5月28日の期

机上防災訓練
参加団体募集

消火訓練

区民祭中央舞台
参加団体募集

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

10月15日㈯、16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
（幸区内在住、在勤、在学の
団体、サークルなど）
を募集します。

8月19

日(消印有効)までに申込書(区役所で配布中、区
ホームページ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☎556-6686、

555-1336。
［選考］

普通救命講習会9月１3日㈫13時30分～16時30分。 問 市消防防災指導公社☎366-2475 、

食品衛生ポスター展

ギャラリーバス(川71系統)

食品衛生月間の8月に、食品衛

展示期間❶8月9日～9月5日❷9月

生ポスター展を開催します。ことし

6日～10月3日 ※❶❷の期間にバ

は古川小学校の子どもたちの作品

ス車内に各15枚程度展示します

を展示します。

交通局管理課☎200-3238、

区役所1階ロビー
ハナミズキ展示コーナー

200-3946

展示期間 8月17日～8月30日
区役所衛生課☎556-6683、
556-6659
272-6699

色とりどりのポスター（昨年度）

編集：幸区役所企画課
（☎556-6612

555-3130）
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区内の大学、企業などと協力して科学の不思議、

※講座などによっては区内在住の人

日時

区役所地域振興課

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

555-3130

区役所地域振興

ヴァイオリンとピア

課☎556-6606、

ノによる鮮やかな音

8月31日(必着)までに、申込書、花
壇の案内図と図面、写真を直接か郵送で
〒212-8570幸区役所地域振興課
☎556-6606、

エタノールで船を走らせよう！ ぬりえ3Dバスを走らせよう！

555-3130

色をお楽しみくださ

体程度。花苗の種類は区で指定します。

大人も子どもも
楽しめます

プログラム
（一部）
冷却パックを作ろう！
光通信！
光糸電話を作ってみよう！
探査機を飛ばそう！
地デジアンテナを作ろう！
ロボットを操縦してみよう！

センター

夢こんさぁと

壇を自主管理している緑化活動団体30団

9月10日㈯10時～16時(雨天決行)

会場

※他にも、展示、工作、自然観察など、いろいろな出展あり

い。8月18日㈭12時

10月26日～11月13日

対象 区内の公園などの公有地にある花

楽しさが体感できるイベントを開催します。

が優先となる場合があります

☎556-6606、

花苗か用土を提供します

「科 学 と あ そ ぶ 幸 せ な 一 日」

申し込み方法は市版5面参照
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緑化活動団体への花苗の提供

新 川 崎 で 科 学 体 験 イ ベ ン ト を 開 催！

区のお知らせ

5分 ～12時45分(開

8月1日号

555-3130。
［抽選］
。

※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できます

を直接か郵送で〒212-8570幸区役所

3歳までの子どもと母親20組。せっけ

就学前の子どもと保護者20組。

地域振興課(申込書のみ区ホームペー

ん、シャンプー、バスタオル、着替え

月18日から直接か電話で。
［先着順］

館大会議室で。当日先着160人。出

ジから申込可)。❷は8月16日(必着)ま

など入浴に必要な物と子どもの飲み物

演：Duo Iris。※座席が限られていま

でに申込書を直接。
［選考］
。※いずれ

を持参。子ども１人につき150円。

日吉分館

すので、立ち見になる場合があります

も申込用紙は区役所で配布中。区ホー

９月5日から直接か電話で。
［先着順］

場11時半)。幸市民
デ ュ オ

©Kazuhiko Miyata

イリス

ムページからもダウンロードできます

さいわい街かどコンサート
in 幸区民祭 出演者募集

さいわい健康福祉プラザ

10月15日㈯。幸区民祭会場で。地

（老人福祉センター）

域で音楽活動をしている団体か個人

☎541-8000、

（出演者のうち区内在住、 在勤、 在
学者が1人以上いること）
2組。 詳細
は区ホームページで。

533-8703

敬老のつどい

8月31日
（必

9月16日㈮❶9時半～12時半…利

着）
までに申込書などを直接か郵送

用者演芸大会❷14時～15時半…芸人

で〒212-8570幸区役所地域振興課。

によるお楽しみショーと演歌歌手によ

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育て広場
できる場です。９月13日㈫10時～13

19日(金)❶2歳 ～4歳 向 け …10時 ～

時。さいわいふるさと公園わんぱくふ

10時半❷5歳～小学生向け…11時半

れあいゾーン(新川崎7) と 南加瀬け

～12時。いずれも日吉分館第3･4学

やき公園(南加瀬4-35-4)で。 雨天中

習室で。各回当日先着70人。

止。会場へ直接。

中。区ホームページからもダウンロー

わい健康福祉プラザで。 ❶は会場に

日吉おやこであそぼうランド

ドできます

直接。❷は60歳以上100人。

ラザ2階で入場券を配布。
［先着順］

～11時。日吉合同庁舎2階で。0歳～

幸市民館音楽室で。当日先着40人。

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

広報物の作成など)…5回の会議(平

をボランティアに預けて、お母さんは

日日中を予定)に出席できる5人程度。

ゆっくりと入浴ができます。衛生の話

❶ は9月6日(必 着)までに 申 込 書、

や親子遊びなども。9月14日㈬10時
半～12時半。桐の湯(南幸町3-56)で。

パパっとサタデー
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 ☎556-6718、 556-6659

親子で遊ing

場所
（こども文化センター）
直接か電話で
北加瀬 ☎ 599-6848

ベビーサイン

下平間 ☎

544-2925

ベビーヨガ

南加瀬 ☎

588-6567

内容

わらべうた ベビーマッサージ
10:00～12:00 すいか割り

幸

☎

544-1489

南加瀬 当日会場へ直接

たのしいえほんコンサート
9月3日
11:00～12:00
㈯
ベビーヨガ

南河原 ☎
幸

☎

511-4963
544-1489

南加瀬 当日会場へ直接
9月10日 10:00～12:00 おだんごを作ろう
㈯
11:00～12:00 わらべうた ベビーマッサージ 小倉 ☎ 599-4153

健診名
1歳児
歯科健診

日程・受付時間

9月
6日㈫

会場はいずれも区役所3階
区役所地域支援担当☎556-6693、
対象・定員

中国語と日本語で絵本の読み聞かせ
や言葉遊びを楽しみましょう。8月24日
㈬15時～15時40分(開場14時45分)。

❷運営委員(コンサートの企画、運営、

健診案内

おはなしワールド

らパンツになるの？」
8月30日㈫10時

(プロ、アマチュアの制限なし)5組程度

保健福祉
センター

541-4747

み9月5日9時からさいわい健康福祉プ

者…市または区にゆかりのある音楽家

8月27日
㈯

☎541-3915、

日吉子育て講座
「どうやってオムツか

フォニーホールで開催します。❶出演

11:00～12:00

556-6659

❷の

29年2月25日㈯にミューザ川崎シン

8月20日
㈯

幸図書館

区役所保育所等・地域連携

るものまねコンサート。いずれもさい

日時

夏の大きなおはなし会
絵本の読み聞かせをします。8月

［選考］
。 ※申込書は区役所で配布

写真、演奏を録音した音源(CDなど)

587-1494

乳幼児と保護者が遊びながら交流

☎556-6718、

さいわいハナミズキコンサート
出演者・運営委員を募集

☎587-1491、

8

内容

9:00
1歳前後の
歯科健診と相談
～
乳幼児30人
9:45

医師・保健師・栄養士・
生活習慣病
11:00 5人
歯科衛生士が個別相
9月
予防相談
～
談。健診データ持参
26日㈪
11:15 禁 煙 に 関 心
禁煙相談
個別禁煙相談
のある人2人
※乳幼児健康診査は対象世帯に郵送でお知らせします

555-1336

8月15日から直
接か電話で地域
支援担当☎5566693。
［先着順］
8月15日から直
接か電話で地域
支援担当☎5566648。
［先着順］

幸スポーツセンター 第３期スポーツ教室案内

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					
教室名
日程
時間
対象･定員
エンジョイフラ 10月3日～12月 10:45～12:00 16歳以上60人
12日の月曜
（10 ❶９:15～10:30
16歳以上各50人
★ヨガ
月10日、24日、❷10:45～12:00
11月28日を除
マットサイエンス
19:30～20:45 16歳以上50人
く（全８
） 回）
フラ入門
10月4日～12 10:45～１2:00 16歳以上60人
★幼児スポーツ 月6日の火曜 ❶9:15～10:30 ２･３歳児と
（全10回）
広場
❷10:45～12:00 保護者各30組
10月6日～12 ❶9:15～10:30
★ピラティス
16歳以上各50人
月15日の木曜 ❷10:45～12:00
レクレーション（11月3日を除
13:00～14:45 16歳以上50人
く）
（全10回）
ダンス

受講料

締め切り

各4,410円

8月
26日

5,440円
5,640円
各5,440円

8月
27日
8月
29日

＊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
＊幼児スポーツ、ピラティス、ヨガは❶と❷の両方を申し込むことはできません
＊受講者以外の入室・見学はできません
（フットサルは除く）
＊「ストレッチエクササイズ」
「 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」
「初中級者バドミントン」
「ストレッチ＆簡単ヨガ」
「フットサル」
「親
子スポーツ」
「ジュニアダンス＆エアロ」
「やさしい健康体操」
「背骨コンディショ
ニング」
「3B体操」
「ウォーク＆ランラン入門」
「中級ランニングセミナー」
「中級フ
ラ」の教室もあります。詳細はお問い合わせください

石川記念武道館

武道教室 後期受講者募集

8月17日10時から直接か電話で石川記念武道館☎
※電話での受け付けの場合は、仮受け付けとなります
教室名

なぎなた

日程

時間

544-0493。
［先着順］

対象・定員

受講料

14:00～15:00 小学生以上20人
９月3日～10月22日
16:40～17:50
の土曜
（全８回）
空 手 道
17:30～19:00
９月6日～10月4日の
17:00～18:30 小学生以上各30人 各3,590円
剣
道
火・木曜
（全８回）
９月1日～10月27日の
18:00～19:00
少林寺拳法
木曜
（全８回）
９月6日～９月24日の
18:00～19:15 小学生以上20人
柔
道
火・木・土曜
（全８回）
※各教室は、祝日を除いて開催
合 気 道

毎月第2・4土曜日の午前中は、 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。

