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10月22日㈰ 川崎市長選挙
期日前投票のご案内

　仕事やレジャーなどで選挙当日に投票所
へ行けない人は、期日前投票所（区役所4階
会議室・日吉出張所1階タウンホール）をご利
用ください。
期間　10月9日～21日８時半～20時
※�10月16日～20日は区役所4階会議室の
み終了時間を21時まで延長
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区選挙管理委員会
☎556-6604 555-3130

募集する事業の例
30年度事業を募集

　地域の課題を解決するため、皆さんから提案のあった事業を審査・決定後、事
業の実施を委託します。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。
委託費　1事業当たり75万円以内（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15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HPからもダウンロードできます

分野 取り組み内容
高齢者などの健康づくり・

見守り・支え合い
地域での健康維持・増進を推進するための
取り組み

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

地域コミュニティの活性化 若い世代に社会活動への参加を促すための取
り組み、パラスポーツを通じた交流の場づくり

地域の魅力発信・向上 音楽、スポーツや、夢見ケ崎公園などの
地域資源を活用した取り組み

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

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

29年度実施事業の紹介

幸区をもっとよくする
～幸区提案型協働推進事業～

区役所企画課☎556-6612 555-3130

ア アイデ

　備蓄している非常食を定期的に食べ、食べた分を
買い足す「ローリングストック法」を実践するための手
引きを作成しました。災害時に最低限必要な3日分
の食料の目安など、イラストを使って分かりやすく紹
介しています。防災訓練などでも手引きの配布や防
災用品の展示などを行います。

オーベルグランディオ川崎
ガールズ会が実施しています

区役所などで配布中

災害時の備えを実践
〜ローリングストック法に Let's トライ~

　防災訓練や区民祭などのイベントで、防災啓発活
動を行います。また、楽しみながら防災を学ぶため
に、川崎フロンターレのオリジナル「防災かるた」を
作成します。作成したかるたは小学校などで防災教
育のために活用する予定です。

ふろん太くんも防災訓練に
参加しました

川崎フロンターレ防災啓発活動

選挙マスコット
イックン

あなたの１票
イカしましょう！

募集します！

1112㈰ 
10時～15時

　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　キーパーズガイド、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(1２時45分から)。※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

秋の
動物園まつり

飼育員によるキーパーズ
ガイド

1116㈭ 
14時～16時

　幸区の小向一帯は、明治天皇が行幸された歴
史があります。「幸」という地名の由来や明治天皇
行幸に由来する全国的な地名など、地名をキー
ワードに歴史の学びを深めてみませんか。
場所　幸区役所４階会議室
講師　菊地恒雄氏（日本地名研究所）
定員　100人

10月16日㈪から直接、電話、ＦＡＸ、
区ＨＰで区役所道路公園センター
☎544-5500 556-1650。［先着順］ 明

めいじてんのうりんこうごかんばいあとひ
治天皇臨幸御観梅跡碑

「地名から見た幸区」
御幸公園梅

うめかおる

香事業講演会
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市政だよりの見方 ： ＝日時、 ＝場所、 ＝対象・定員、 ＝費用　その他詳細、申し込み方法は市版5面参照

お子さんと一緒に「地域包括ケアシステム」
について考えてみませんか

　小学生向けクイズ「地域の未来について考え、『地域ケアサポー
ター認定証』をゲットしよう！」を区ＨＰに掲載しています。子どもたち
が今自分のためにすべきことや地域活動について考える内容となっ
ていますので、ぜひチャレンジしてみてください。

期間　30年４月～31年３月の第３木曜日（全６回
～８回程度）、12時5分～12時45分（リハーサ
ルは当日の午前10時30分～午前11時25分）
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31日（必着）までに直接か区ＨＰ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HPをご覧ください。音源などは返却しません

30年度出演者の募集

区役所地域ケア推進担当☎556-6730 
556-6659

　　幸区 地域ケアサポーター認定証 検索

クイズに答えて
「認定証」を
ゲットしよう！

　区役所などで配布している
リーフレット「みんなでつなご
う幸の未来」もぜひ参考にして
ください。リーフレットは区HP
からもダウンロードできます。

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

❶1歳児
歯科健診

11月
7日㈫

9:00
～

9:45

1歳前後の
乳幼児
30人

歯科健診と相談
10月16日から直接
か電話で地域支援
担当☎556-6693。

［先着順］

❷生活習慣
病予防相談 11月

27日㈪
9:30
～

10:00

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16日から直接
か電話で地域支援
担当☎556-6648。

［先着順］❸禁煙相談 2人 個別禁煙相談

会場は❶は区役所3階、❷❸は区役所2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）
10月
21日㈯ 10:00～12:00 「ハロウィーンごっこ」 下平間 当日会場へ直接

11月
11日㈯ 11:00～12:00 「ダンボール」で遊ぼう 南加瀬 当日会場へ直接

きます。 11月1日㈬10時半～12時
半 多賀良湯（下平間223） 3カ月
～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

10月23日から直接か電話で。［先着
順］

区役所地域支援担当
☎556-6648 555-1336

すくすく子育て
ボランティア養成講座

　地域や保健センターなどで行われ
る子育てに関係する事業で保育の補
助などを行うボランティアの養成講座
です。 11月6日㈪、14日㈫、20
日㈪いずれも9時半～11時(受け付け
9時15分) 区役所3階ホール 原則
全3回受講できる人 直接か電話で。

［事前申込制］

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食育講座❷健康講座 ❶10月
31日㈫❷11月15日㈬いずれも10
時～11時 日吉合同庁舎２階 就学
前の子どもと保護者各回20組 ❶は
10月16日から❷は11月1日から直接
か電話で。［先着順］
パパもいっしょに！スマイル♥マム
「男性保育士と一緒にあそぼう」
　男性保育士と一緒に親子ふれあい
あそびや体操などをしませんか。
11月18日㈯10時～11時半 地域

※ 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
〒212-8570幸区戸手本町1-11-1
☎556-6606 555-3130

市民活動交流イベントの出展団体募集
　市民活動団体の交流イベントに参加
しませんか。 ３０年３月３日㈯ 幸区
役所 区内で活動している市民活動
団体２０団体程度 １０月３１日（必着）ま
でに申込書を直接か郵送で。［選考］※
申込書は区役所で配布中。区HPから
もダウンロードできます。

区役所地域ケア推進担当
☎556-6643 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17日㈫、
南加瀬けやき公園(南加瀬4-35-4)、
戸手第１公園（戸手本町1-76-1）❷10
月31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)❸11月
14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(小向
西町1-65)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

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

子育て支援センターふるいちば 就
学前の子どもと保護者30組 10月
18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］

区役所高齢・障害課
☎556-6654 555-3192

メンタルヘルス講座
　統合失調症の症
状や治療など、 病
気について知り、病
気を抱える人の声を
聴き、地域でともに
生きる事を一緒に考
えてみませんか。❶
統合失調症ってなぁ
に？在宅医療の現場より 11月6日㈪
14時～16時。講師：飯田茂医師❷自
分らしく地域でいきていくために 11
月30日㈭14時～16時 ❶区役所４
階会議室❷さいわい健康福祉プラザ
3階。全２回（1講座だけの申し込みも
可） 10月2日から直接か電話で。［事
前申込制］

日吉分館
☎587-1491 587-1494

かわさきジャズ2017連携プログラム
「オータムジャズナイト‘17」
　ジャズを聴きながらすてきな夜を過
ごしませんか。 10月28日㈯18時
～20時 日吉分館第３・４学習室。出
演：プロムカルテット 70人 10月
17日10時から整理券を日吉分館で
配布。［先着順］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

大人のための朗読会
～耳で聴く文学～

　 11月4日㈯13時半～15時半 幸
市民館音楽室。演目「幼い声（藤沢周
平）」他 30人 10月15日10時から
直接か電話で。［先着順］
10月のおはなし会

　人形劇やパネルシアター、手遊び
など趣向を凝らしたおはなし会です。

10月27日㈮15時 半～16時(開 場
15時20分) 幸市民館音楽室 2歳
以上向け、40人 会場へ直接。［先
着順］
絵本の読み聞かせと紙芝居

　❶おはなしの時間(幼児～小学校低
学年向け)…10月25日㈬15時～15
時半❷エプロンおばさんの絵本の時
間(乳幼児向け)…11月7日㈫11時～
11時半 いずれも幸図書館。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。 11月22日㈬13時半～16時半

幸消防署 30人 800円 11月8
日から直接か電話で（平日9時～16時
半）。［先着順］


