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　さまざまなジャンルの音楽が楽しめる祭典です。世界最高峰の音楽ホール
「ミューザ川崎シンフォニーホール」で美しい音色を体感しませんか。
日時　２月25日㈯13時15分～16時15分終了予定（開場12時45分）
場所　ミューザ川崎シンフォニーホール
定員　1,400人（区内在住の人の優先枠があります）
１月31日（必着）までに往復ハガキに来場者の氏名（全員）と人数（１枚で２人まで）、

代表者の住所、電話番号を記入し〒212-8570幸区役所地域振興課
☎556-6606、 555-3130。［抽選］
※就学前の子どもは入場できません
※車いすを利用する人は申し込みハガキにご記入ください

　地域包括ケアシステムについての概要説明
と、幸区民の活動紹介などを通じて区民の皆
さんに地域包括ケアシステムについての理解と
「自助」「互助」の取り組みの推進を図るため、DVDを制作しました。
　区内で活動する団体のイベントや集会などでご覧いただけるよう
に、希望する団体に配布しますので、お気軽に御
連絡ください。
地域ケア推進担当☎556-6730 556-6659

新しい年は 美しい音色から

さいわいハナミズキコンサート
～第10回記念幸区民音楽祭～

南加瀬中学校
吹奏楽部

みーとりお

T
トルチェイ
ortuei

S
サキソフォン
axophone
Q
カルテット
uartet

　御幸公園梅
うめ

香
かおる

事業として、写真展を区役所と日吉
出張所で開催します（4～5月に開催予定）。梅に関す
る写真（梅の花、果実、梅林、梅にちなんだ祭りの
風景など）を募集します。撮影場所は問いません。皆
さんからの応募をお待ちしています。
募集期間　2月1日～3月17日（必着）
作品規定	 ❶直近3年程度に撮影されたカラーまたは白黒の写真
	 ❷2L判（127㎜×178㎜）以上（額装不要）
	 ❸応募は1人3枚まで（未発表のもの）
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。
	 　※詳細はお問い合わせください
〒212-0053幸区役所道路公園センター☎544-5500、 556-1650
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市や区にゆかりのある演奏家の皆さん

29年度うめかおる写真展
作品を募集します

「幸区地域包括ケアシステム」
DVDを地域で上映しませんか
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マークストリオ

♪スペシャルゲスト
近藤 岳 氏

　ミューザ川崎シンフォニーホー
ルの専属オルガ二ストがパイプ
オルガンの演奏を披露します。

多
彩
な
音
を
奏
で
る
日
本
最
大
級
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン

クラリネット
合奏団
クラノワ・
カルーク・
オーケストラ



区 版 さいわい2017（平成29）年　1月1日号　No.1152ここからさいわい区版です 02

合える場です。2月9日(木)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20人。 1月16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。❶1月17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）。❷1月24日㈫…南
加瀬けやき公園（南加瀬4-35-4）、戸
手第１公園。❸1月31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。❹2月14日
㈫…さいわいふるさと公園わんぱくふ
れあいゾーン、戸手第１公園。いず
れも10時～13時。雨天中止。会場
へ直接。

※�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

区役所地域振興課
☎556-6606、 555-3130

さいわい花クラブメンバー募集
　「さいわい花クラブ」は、幸区役所
の花壇やプランター、大師堀公共花
壇に花を植え、育てる活動をしている
ボランティア団体です。一緒に活動し
てみませんか。定例活動日：第3金曜
10時～12時。活動場所：区役所周辺
他。活動内容：花植えや水やり、花壇
のレイアウト、イベントの企画や実施。
随時直接か電話で。

区役所地域支援担当
☎556-6648、 555-1336

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

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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
　「わらべうたベビーマッサージ」…1
月26日㈭10時～11時。日吉合同庁
舎2階で。ハイハイ前の子どもとその
保護者20組。 1月16日から直接か
電話で。［先着順］

スマイル♥マム
　「パパ・ママ一緒にベビーマッサージ」
…２月４日㈯10時～11時半。古川保
育園で。3歳までの子どもと保護者20
組。 1月16日から直接か電話で古
川保育園☎ 522-6301。［先着順］

幸市民館
☎541-3910、 555-8224

誰でもカフェ in幸
　毎月第２金曜に、地域交流や仲間
づくりを目的に開催しています。❶1
月13日㈮…区役所4階ラウンジヤマブ

キ。❷2月10日㈮…日吉分館。時間
はいずれも13時半～15時半。100円
（コーヒーや紅茶など飲み物代）。会
場へ直接。※3
～5月は区役所
で。6月以降は
幸市民館で開
催します
さいわい学びフェア
　今年度、市民と市民館が協働で実
施した講座やイベントの活動発表を開
催します。参加者には、「グループ紹
介集」を配布します。1月28日㈯13時
半～16時。日吉分館第３・４学習室で。
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。2月13日㈪13時半～16
時半。幸消防署で。30人。 1月31
日9時から直接か電話で。［先着順］

ノロウイルスに注意！～「食品の加熱」「手洗い」「消毒」を習慣づけ、ノロウイルスによる食中毒や胃腸炎に注意しましょう。

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

1歳児
歯科健診

2月
7日㈫

9:00
～
9:45

1歳前後の
乳幼児30人 歯科健診と相談

1月16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 2月

27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

1月16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

がある人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

1月
21日㈯

10:00～12:00 お正月遊び 下平間 当日会場へ直接

11:00～12:00
ベビーヨガ 南河原 ☎ 511-4963
ベビーサイン 小倉 ☎ 599-4153

1月
28日㈯

11:00～12:00
わらべうたベビーマッサージ 幸 ☎ 544-1489

2月
4日㈯

ベビーダンス 北加瀬 ☎ 599-6848
親子で楽しむ人形劇 小倉 ☎ 599-4153

2月
11日㈯

10:00～12:00 パパが作るかんたんおやつ 南加瀬 当日会場へ直接
11:00～12:00 ベビーサイン 幸 ☎ 544-1489

　七草がゆ作りやお正月遊びなどの伝統行事を楽しみま
せんか。
日時　2月5日㈰11時～13時半。雨天中止
場所� 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)
定員　70人(小学2年生以下は保護者同伴)
費用　100円（保険料、材料費など）　実施団体　日吉の「わッ」実行委員会

1月17日10時から直接か電話で日吉分館☎587-1491、 587-1494。［先着順］

　たくさんの子どもと保護者が参加する「みんなで子育てフェアさ
いわい」を、地域の人と一緒に盛り上げてみませんか。
日時　2月25日㈯9時～15時　場所　日吉合同庁舎
対象　区内の中学生および高校生
内容　オープニングイベントの司会、受付、遊びコーナーの補助　など

1月18日(必着)までに申込書を直接、FAX、メールで区役所地域ケア推進担当
☎556-6730、 556-6659、 63keasui@city.kawasaki.jp　
※詳細はお問い合わせください

　皆さんが制作した作品や市民活動団体の活動報
告などを発表してみませんか。希望者多数の場合
は抽選となります。
対象　展示を希望する個人または団体
利用期間　29年4月～9月の約2週間
※内容によっては展示をお断りする場合がありま
す。詳細はお問い合わせください

1月31日(必着)までに利用申請書を直接か
郵送で〒212-8570幸区役所地域振興課☎556-
6606、 555-3130

大きなかるたで遊ぼう

幸区役所1階ロビーハナミズキ
展示コーナー の利用者募集

ひと月遅れのお正月

地域の人や子どもたちと一緒に
充実した時間を過ごそうよ

子どもと一緒に楽しい時間を♪


