
幸区役所「多目的広場」のネーミングは、第36回幸区民祭での区民の皆さんの投票により「ゆめ広場」に決定しました。 編集：幸区役所企画課（☎556-6612 555-3130）
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区民と区役所の協働事業を募集

地域で実践した事例を紹介

　提案型協働推進事業は、募集テーマに沿って、皆さんから提案の
あった事業を審査・決定後、事業の実施を委託するものです。区は、
事業の広報、会場の確保、行政機関との連絡調整などを行います。
委託料　1事業当たり50万円以内（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16日（必着）までに申込用紙を直接か郵送で〒212-8570

幸区役所企画課☎556-6612、 555-3130。［選考］
※�申込用紙は区役所など公共施設で配布中。区ホームページからも
ダウンロードできます

　町内会・自治会の活性化に向けた講座を全４回開催。※1回のみの参加も可

場所　幸区役所4階会議室　定員　各回100人程度（第2回のみ200人程度）
直接か電話で区役所地域振興課☎556-6609、 555-3130。

　動物について楽しみながら学べ
るイベントが盛りだくさん。日吉
商店街連合会とのコラボグッズ販
売も。
自由参加　動物リレーガイド、動
物ふれあいコーナー、野鳥クイズ
コーナー、竹とんぼづくり体験コー
ナー�など
整理券配布　バックヤードツアー
(10時から)、シマウマ餌やり体験
(13時から)。※詳細はお問い合わ
せください
�夢見ヶ崎動物公園�
☎588-4030、 588-4043

　スマートフォンのカメラ機能で動物
図鑑を作成するアプリを配信してい
ます。登録できる動物が14種に増
えました。オリジナルの動物図鑑を

作ってみませんか。

区役所企画課
☎556-6612、
555-3130

　28年度の提案型協働推進事業では、7団体が受託し、さまざまな事業
を実施しています。その一部を紹介します。

　家庭でできる災害
時の備え「ローリング
ストック法」を楽しみな
がら学べる講座を開
催。その様子をリー
フレットなどにまとめ、
防災訓練などで広く
発信しています。

　区内で行う交通安全キャンペー
ンを川崎フロンターレと協働で実
施。「ふろん太くん」が自転車ルー
ルとマナーの順守に向けた呼びか
けを行っています。

　「小倉神社ふれあい朝市」で、
地域の子どもたちが運営スタッフ
として、看板の作成やお店での
販売を行っています。町内会の活
動を超えて、地域全体に交流の
場を提供しています。

ひと手間で非常食がおいしい一品に♪ 子どもたちに大人気 笑顔で接客
区役所などで
配布中

募集テーマ 取り組みの例
①�高齢者などの健康づくり・
見守り・支えあい 地域での健康維持・増進を推進するための取り組み

②子育て支援 子どもと遊べる居場所、子育て世代の交流の場づくり

③地域コミュニティの活性化 町内会・自治会の活動を効果的にアピールする取り組
み

④地域の魅力発信・向上 音楽、スポーツ、区の木・花などを活用した取り組み
⑤�安全・安心なまちづくりの
推進

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

⑥エコ・環境の推進 街の景観や環境への意識を高め、普及させる取り組
み

地域を豊かにするために
～町内会・自治会活性化講座～

29年度

28年度

日時　11月18日㈮14時〜15時半
講師　上園�智美�氏（防災士）

 第１回 　
テーマ「防災」

日時　12月２日㈮14時〜16時半
内容　「幸区ご近所支え愛モデル事
業」実施町内会・自治会による報告

 第2回 　
テーマ「地域包括ケアシステム」

日時　12月９日㈮18時半〜20時
講師　小宮�信夫�氏（立正大学文学
部社会学科教授）

 第3回 　
テーマ「防犯」

日時　12月16日㈮18時半〜20時
講師　殿田�俊三�氏（東久留米市氷
川台自治会会長）による事例紹介

 第4回 　
テーマ「町内会・自治会の活性化」
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ぶ」をモットーにした遊び方。子ども
の好奇心を大切に、外でのびのび遊
びませんか。11月30日、12月7日、
14日の水曜。いずれも13時～16時。
御幸公園（東古市場1）。 荒天中止。
会場へ直接。

区役所地域支援担当
☎556-6729、 555-1336

講演会「子どものアレルギーと
ぜん息について」

　アレルギーに関する基礎知識や日
常生活の留意点を学びます。1月12
日㈭10時～11時45分。区役所３階
ホールで。講師：松田健志氏（あべと
もここどもクリニック医師）。子ども
のアレルギーについて関心のある20
人。 12月1日から直接か電話で。

［先着順］
認知症介護者教室「家族会」

　介護についての思いや悩みを話し
合える場です。12月21日㈬13時半
～15時。 区役所４階第１会議室で。
認知症の人を介護している家族か認
知症に関心のある20人。 11月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。❶11月15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）。❷11月22日 ㈫。
南加瀬けやき公園（南加瀬4-35-4）。
小向第7公園（小向西町1-49）。 ❸
12月6日㈫。さいわいふるさと公園
わんぱくふれあいゾーン。小向第7
公園。 ❹12月13日㈫。 南加瀬け
やき公園。戸手第1公園。いずれも
10時～13時。 雨天中止。 会場へ
直接。
みゆきでプレパ！

　プレパは「自分の責任で自由に遊

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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「親子ふれあい体操」…11月24日
㈭10時～11時。１歳半～就学前まで
の子どもとその保護者20組。❷「イヤ
イヤ期をどう乗り切る？」…12月13日㈫
10時～11時。1歳～2歳前後の子ども
と保護者20組。いずれも日吉合同庁
舎2階で。 ❶は11月15日から❷は
11月22日から直接か電話で。［先着順］

日吉分館
☎587-1491、 587-1494

気軽に聴ける朗読会
　本を耳から「聴いて」楽しんでみませ
んか。12月3日㈯13時半～15時半。
日吉分館第３・４学習室で。演目「蝶（北
原亜以子）」他。会場へ直接。

市消防防災指導公社
〒210-0846 川崎区小田7-3-1

☎366-2475、 272-6699

普通救命講習会
　心肺蘇生法や自動体外式除細動器

（AED）の取り扱い方法などの講義と
実技。受講者には修了証を交付しま
す。12月13日㈫13時半～16時半。
幸消防署で。30人。 11月30日9
時から直接か電話で。［先着順］

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。

　高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で元気に暮らし続けること
ができるよう、福祉・医療・介護 
全般の相談ができる窓口です。
　高齢者の権利や健康づくりに
関することなど、いつでもお気
軽にご相談ください。

区役所地域支援担当
　☎556-6693、 555-1336

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1歳児
歯科健診

12月
6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］

生活習慣病
予防相談 12月

19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

11月15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

11月 
19日㈯

10:00～12:00 ミニ運動会 下平間 当日会場へ直接

11:00～12:00 親子で楽しむ人形劇 南河原 ☎ 511-4963

11月 
26日㈯

11:00～12:00

ベビーヨガ 北加瀬 ☎ 599-6848

ベビーダンス 幸 ☎ 544-1489

12月 
3日㈯

親子で楽しむ人形劇 下平間 ☎ 544-2925

ベビーヨガ 南加瀬 ☎ 588-6567

12月 
10日㈯

ベビーサイン 北加瀬 ☎ 599-6848

10:00～12:00 ミニコンサート 南加瀬 当日会場へ直接

＊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
＊「ヨガ」「幼児スポーツ広場」「ピラティス」は❶と❷の両方を申し込むことはでき

ません
＊「ストレッチエクササイズ  」「ミニバスケットボール」「バドミントン教室」「フッ

トサル」「親子スポーツ」「ジュニアダンス＆エアロ」「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

名称 住所・連絡先 担当地域

幸風苑 都町64-1
☎556-4355、 511-3511

幸町、中幸町、堀川町、大宮町、柳町、南幸町、
都町、神明町

夢見ヶ崎 南加瀬1-7-14
☎580-4765、 742-8040 小倉（小倉1-1以外）、南加瀬

かしまだ 新塚越201　ルリエ新川崎6階
☎540-3222、 540-3220

古川町、新塚越、下平間、矢上、北加瀬、
鹿島田

しゃんぐりら 東小倉6-1
☎520-3863、 520-3861

遠藤町、戸手本町、塚越、紺屋町、新小倉、
新川崎、東小倉、小倉1-1

みんなと
暮らす町

東古市場116-12
☎520-1905、 520-1906

小向、小向東芝町、小向仲野町、小向町、
小向西町、東古市場、古市場

さいわい東 戸手4-1-9
☎555-1411、 555-1412 戸手、河原町

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

幸スポーツセンター 第4期スポーツ教室案内

高齢者とその家族に関する身近な相談窓口

地域包括支援センター

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16日～ 
3月13日の
月曜（2月27
日 を 除 く ）

（全８回）

10:45～12:00 16歳以上60人

各4,410
円 12月2日

★ヨガ
❶９:15～10:30

16歳以上各50人
❷10:45～12:00

ジャズダンス 10:15～11:45 16歳以上30人
マットサイエンス 19:30～20:45 16歳以上50人
ストレッチ＆簡単
ヨガ 13:30～14:45 16歳以上20人

フラ入門 1月10日～ 
3月14日の
火曜（全10
回）

10:45～12:00 16歳以上60人 5,４40円
12月3日★幼児スポーツ

広場
❶９:15～10:30 ２・３歳児と保護

者30組
各5,６40

円❷10:45～12:00
やさしい健康体
操

1月11日～
3月15日の
水曜（全10
回）

10:45～12:00 30歳以上50人

各5,440
円

12月4日
背骨コンディショ
ニング 12:30～13:45 16歳以上30人

★ピラティス 1月12日～
３月16日の
木曜（全10
回）

❶９:15～10:30
16歳以上各50人

12月5日❷10:45～12:00
レクレーションダ
ンス 13:00～14:45 16歳以上50人

３Ｂ体操 1月13日～
３月17日の
金曜（全10
回）

12:45～13:45 ２歳～就学前の子
どもと保護者20組 5,640円

12月6日
ウォーク＆ランラ
ン入門 9:15～10:45 16歳以上20人 4,410円


