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　幸区の小向一帯は、明治時代に梅の名所として有名になり、観梅のため
明治天皇が行幸された歴史があります。郷土の歴史に触れてみませんか。
第1回11月8日㈫「江戸時代から御幸村の成立まで」
第２回12月6日㈫「御幸村の成立から現在まで」
いずれも13時半～16時 ※１回のみの参加も可
場所　幸区役所４階会議室
定員　各回150人程度

電話、ＦＡＸ、メールで区役所道路公園セン
ター☎544-5500、 556-1650、

63dousei@city.kawasaki.jp

幸区役所「多目的広場」が完成

ネーミングは幸区民祭で決定

御幸公園梅香（うめかおる）事業講演会

笑顔があふれるステージフォーマンス！

10月15日㈯

9時半～16時

　　 16日㈰

10時～16時

区役所一帯で開催

「小向梅林と御幸地区の歴史」〜講師：長島 保 氏〜
　区民の皆さんの憩いの場として、 

「多目的広場」が完成しました。
　利用方法など詳細はお問い合わせ
ください。
◆利用時間　原則９時～17時

　多目的広場のネーミングは、幸区民祭で来場者の投票により決定します。
投票していただいた方の中から、抽選で記念品をプレゼント。皆さんの投票
をお待ちしています。

区役所総務課☎556-6603、 555-3130

会場　区役所駐車場他
内容　飲食、物品販売、献血車、起震車による 
体験、特設行政相談、古着・小型家電回収 など

出店コーナー
会場　多目的広場
内容　一輪車演技、空手演
武、ダンスパフォーマンス、
鼓笛・和太鼓 など

中央広場 舞台

会場　幸市民館
内容　民謡・民舞・詩吟・新舞踊、カラオケ大会、書道・
アートフラワーなどの展示 など

大ホールイベント他
会場　さいわい健康福祉プラザ
内容　けん玉などの昔遊び、手芸体験コーナー、
赤ちゃんハイハイあんよのつどい など

プラザ祭り合同
開催

会場　幸スポーツセンター
内容　スポーツ教室発
表会（15日）、 川崎フロ
ンターレイベント（16日）、
施設（トレーニング室、体
育館）の無料開放 など
※施設の無料開放利用

者は室内履きを持参

スポセン祭り合同
開催

「心のふれあう　ふるさとさいわい」をテーマに
 第36回幸区民祭を２日間にわたって開催します。
ことしの幸区民祭は、駐車場と多目的広場が整備され、大々的に開催。
さらに、スポセン祭りとプラザ祭りとの合同開催で今まで以上に大盛り上がり。
家族や友達を誘って、皆さんぜひお越しください。

10月1日から
利用開始

会場　多目的広場
内容　ドーム型ふわふわ、
ミニＳＬ、バルーンアート など

こどもコーナー

※会場レイアウトとイベントのプログラムは、幸区民祭の
チラシ（見どころマップ）をご覧ください

※10月13日㈭22時から16日㈰21時まで区役所駐車場
は利用できません。公共交通機関をご利用ください。
また、当日の駐輪場は戸手小学校のみとなります
区役所総務課☎556-6603、 555-3130

※当日の開催についてはテレドーム☎0180-991165（当日7時から）

区民同士の
出会いや交流も！

さ いわい

華麗な演技

美しい作品展示 ふろん太くんに会えるかも 多世代交流も みんなでハイハイ

※時間10時〜15時

伝統的な舞い

ふわふわで遊ぼう
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健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1歳児
歯科健診

11月
1日㈫

9:00
～

9:45
1 歳 前 後 の
乳幼児30人 歯科健診と相談

10月17日から直
接か電話で地域
支援担当☎556-
6693。［先着順］

生活習慣病
予防相談 11月

28日㈪
11:00

～
11:15

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

10月17日から直
接か電話で地域
支援担当☎556-
6648。［先着順］禁煙相談 禁煙に関心

のある人2人 個別禁煙相談

会場はいずれも区役所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

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）
直接か電話で

10月15日㈯
11:00～12:00

親子で楽しむ人形劇 小倉 ☎ 599-4153

10月22日㈯
わらべうた
ベビーマッサージ 南河原 ☎ 511-4963
ベビーサイン 北加瀬 ☎ 599-6848

10:00～12:00 仮装ごっこ 下平間 当日会場へ直接
10月29日㈯

11:00～12:00

親子で楽しむコンサート 南加瀬 ☎ 588-6567
ベビーヨガ 幸 ☎ 544-1489

11月5日㈯
わらべうた
ベビーマッサージ 南加瀬 ☎ 588-6567
親子で遊ing 小倉 ☎ 599-4153

11月12日㈯
たのしいえほんコンサート 下平間 ☎ 544-2925
ベビーダンス 幸 ☎ 544-1489

10:00～12:00 ダンボールで遊ぼう！ 南加瀬 当日会場へ直接

瀬けやき公園（南加瀬4-35-4）。戸手
第１公園。❸11月8日㈫。さいわいふ
るさと公園わんぱくふれあいゾーン。
南加瀬けやき公園。いずれも10時～
13時。雨天中止。会場へ直接。
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
をボランティアに預けて、お母さんは
ゆっくりと入浴ができます。11月11
日㈮10時半～12時半。矢上湯（矢上
7-12）で。３歳までの子どもと母親20
組。せっけん、シャンプー、バスタオ
ル、着替えなど入浴に必要な物と子
どもの飲み物を持参。子ども１人につ
き150円。 11月１日から直接か電
話で。［先着順］

区役所保育所等・地域連携
☎556-6718、 556-6659

日吉おやこであそぼうランド
　❶わらべうたベビーマッサージ…
10月27日㈭10時～11時。ハイハイ
前の子どもとその保護者20組。 ❷
交流会「体操やふれあい遊び」…11月
９日㈬９時半～10時半。29年4月に
小学校入学予定の子どもと保護者10
組。❸看護師による講話「冬の健康」
…11月15日㈫10時～11時。0歳～
就学前の子どもの保護者20組。 ❶
❷は10月17日から❸は10月26日か
ら直接か電話で。［先着順］
父親子育て講座

　子どもと一緒にふれあい遊びをしま
せんか。11月19日㈯10時～11時15

※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

区役所地域支援担当
☎556-6693、 555-1336

 

児童虐待防止推進月間啓発講演会
「子育てで大切なこと」
　児童福祉施設で育った前高萩市長
の草間吉夫氏（東北福祉大学特任教
授）とともに、子育てについて考えま
す。11月4日㈮10時～12時。区役所
４階第３会議室で。80人。 10月17
日から直接か電話で。［先着順］
認知症介護者教室

　介護に役立つ講演会「知っておきた
い認知症介護のポイント」。講師：柴田
範子氏（NPO法人楽代表）。11月24
日㈭13時半～15時。区役所３階ホー
ルで。認知症の人を介護している家族
か認知症に関心のある30人。 10月
17日から直接か電話で。［先着順］

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。❶10月18日㈫。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）。戸手第１公園（戸手
本町1-76-1）。❷10月25日㈫。南加

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

分。0歳～就学前までの子どもと保護
者30組。地域子育て支援センターふ
るいちばで。 11月１日から直接か
電話で地域子育て支援センターふるい
ちば☎ 533-3378。［先着順］

高齢・障害課
☎556-6654、 555-3192

父子で楽しむサッカーイベント
　川崎フロンターレと一緒にサッカー
をしませんか。11月27日㈰14時～
15時半。東芝小向体育館で（小向東
芝町１）。障害のある小・中学、高校
生と保護者20組。母子での参加も歓
迎。 10月17日から電話かFAXで。

［先着順］
メンタルヘルス講座～障害があって
も“自分らしく”生きる～

　精神の病を抱えながら地域で生活
する人が、それぞれの経験や想いを
語ります。11月24日㈭14時～16時。
さいわい健康福祉プラザ機能回復訓
練室。50人。 10月17日から直接
か電話で。［先着順］

幸市民館
☎541-3910、 555-8224

家庭・地域教育学級「子育て講座」
　楽しく子育てをするための心構えや

ヒントを学びます。11月10日～12月
15日の木曜、10時～12時、全６回。
日吉分館で。子育てに関心のある20
人。保育あり（事前申込制、おおむね
２歳～就学前の15人、保険料等850
円）。 10月16日10時から電話で。

［先着順］

日吉分館
☎587-1491、 587-1494

オータムジャズナイト‘16
　ジャズを聴きながらすてきな夜を過
ごしませんか。10月22日㈯18時～
20時。日吉分館第３・４学習室で。出
演：道下和彦（ギター）、黒瀬香菜（ピア
ノ）他。70人。 10月1４日10時か
ら整理券を日吉分館で配布。［先着順］

区役所道路公園センター
☎544-5500、 556-1650

ネイチャーフェスティバル
　森の育成と再生について考える体
験イベント。ドングリのポット苗作りや
木工体験、環境クイズなど。11月19
日㈯11時～15時。雨天中止。新川
崎ふれあい公園（新川崎1）で。会場
へ直接。 ネイチャーフェスティバル
実行委員会☎080-2710-1961、
567-0396。

普通救命講習会11月13日㈰9時〜12時。幸消防署で。30人。 11月1日9時から市消防防災指導公社☎366-2475、 272-6699。［先着順］

広報紙づくり講座
〜プロから学ぼう〜

区民のアイデアを実現 〜提案型協働推進事業〜

　「小倉神社ふれ
あい朝市」で、地
域の子どもたちを
運営スタッフとし
て募集します。
開催日時　❶11月6日㈰９時頃～15時頃
　　　　　❷12月4日㈰９時頃～15時頃
開催場所　小倉神社境内（小倉3-28-13）
対象・定員　区内在住の小学４～６年生
　　　　　各回10人 程度
内容　朝市に出店する店舗の売り子　など
実施団体　小倉中町内会

10月17日までに保護者が直接か電話で区
役所企画課☎556-6612、 555-3130。［抽選］

　広報紙づくりの基本をわかり
やすく教えます。❶❷は同じ内
容です。
日時　❶11月26日㈯14時～16時
　　　❷12月１日㈭
　　　　18時半～20時半
場所　❶幸区役所４階第４会議室
　　　❷日吉合同庁舎2階会議室
定員　各回40人程度
実施団体　タウンニュース社

10月17日から直接、電話、
ＦＡＸ、区ホームページで区役所
企 画 課 ☎556-6612、 555-
3130。［先着順］

日時　10月13日㈭12時5分～12時45分（開場11時半）
場所　幸市民館1階大会議室
出演　P

ピ ー ル
eer T

ト ー ン
one E

ア ン サ ン ブ ル
nsemble(写真)

曲目　アメイジング・グレイス　他
定員　当日先着160人

区役所地域振興課☎556-6606、 555-3130

期間　29年４月～30年３月の第３木曜日（全6回程度）、12時5分～12
時45分（午前中リハーサルあり）
場所　幸市民館1階大会議室、日吉合同庁舎タウンホールやまぶき　他
対象　今までに60～160人規模の会場、40分程度の演奏時間で出演
したことがある人・団体

10月28日（必着）までに直接か区ホームページで申し込み後、演
奏予定の楽曲を入れた音源（CDなど）を直接か郵送で〒212-8570幸区
役所地域振興課☎556-6606、 555-3130。［選考］
※詳細は区ホームページをご覧ください。音源などは返却しません

29年度出演者の募集

昼の時間帯に、気軽に良質
な音楽を楽しめるコンサート
です。

「小倉神社ふれあい朝市」
運営スタッフを募集
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