
熱中症に注意…日傘や帽子の活用、小まめな休憩、水分・塩分の補給などで熱中症を防ぎましょう。 編集：幸区役所企画課（☎556-6612 555-3130）
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　企業や市民活動団体などが行っている環境活
動などについて、実際に見て、聞いて、体験で
きます。イベントを楽しみながらエコを学べ、夏
休みの自由研究にも役立ちます。
日時　８月9日㈭10時～14時半(受付開始9時半)
場所　幸市民館１階大会議室、2階第1～第3会
議室他

事前申し込みのイベント（◆）は7月27日まで
に直接、電話、ＦＡＸ、メール、区ＨＰ(希望する
イベント名、参加する子どもの氏名、保護者の
氏名、住所、電話番号を記入)で区役所企画課
☎︎556-6612 555-3130 63kikaku@city.
kawasaki.jp［抽選］
※抽選結果は当選者のみ、8月2日までにお知ら
せします。

こまめな掃除や室外機
に直接日光を当てない
ことで効率アップ！

自然の多い涼しい場所で
リフレッシュ

家族みんな一つの部
屋でエアコンをシェア

浴衣や甚平で
着る人も見る
人も涼しく

かき氷や夏野菜
などで体の中から
クールダウン！

室温は２８℃を目
安に。適度に汗
をかいて健康に

主なイベントかしこい すずしい かっこいい

　今年の夏は例年以上の猛暑となることが予想されています。
自分自身の健康管理のためにも、エアコンだけに頼らず、
いろいろな工夫で暑い夏を快適に乗り切りましょう。
区役所企画課☎︎556-6612 553-3130

〝わたし〟からはじめる クール な選択

さいわい子どもエコフェア

かしこい選択で　を　しく！涼夏

クールチョイスとは地球
温暖化対策に役立つ「賢
い選択」をみんなで進め
る運動です。

※◆は事前申し込み、★は当日整理券配布。
他にもたくさんのイベントがあります。詳細はお問い合わせください

幸区役所エコツアー ◆
電気の量をはかってみよう
いろいろな発電体験

知ってる？ ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ 賢い選択ゲーム
ゲームで学ぼうエコライフ

牛乳パックを再利用！！カメラを作ろう！ ◆
ごみ分別クイズと廃食油でキャンドルづくり ★
廃ガス管を使った万華鏡づくり ★
スケルトンごみ収集車の紹介

燃料電池自動車に乗ってみよう ★
燃料電池車を走らせてみよう ★
ソーラーカー工作教室 ◆
ソーラーハウスづくり ◆

ごみを減らし、
リサイクルに
チャレンジし
てみよう

地球に優しい
エネルギーを
体験しよう

日常のエコを
楽しく学ぼう

省エネについ
て考えてみよ
う

夢見ヶ崎動物公園の
フンボルトペンギン

例えばこんな、
賢い選択

28℃

「賢い選択」は

まだまだたくさんあるよ。

身近な生活の中で

「未来のために今できること」を考え、

実行してね！
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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。

健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容

❶1歳児
歯科健診

8月
7日㈫

9:00
～

9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

歯科健診と相談
7月17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 8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

7月17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区役所3階、❷❸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

　子どもの「やってみたい」という気持ちを
大切にしている遊び場です。水遊び、ベー
ゴマ、シャボン玉などが楽しめます。時
間はいずれも10時半～16時。未就学児
は保護者同伴。荒天中止。

　ロープを使った遊びや水遊び
などを楽しみましょう。雨天中止。

時間　10時～13時半　場所　夢見ヶ崎公園展望台広場(慰霊塔前)
対象　小学生までの50人程度(2年生以下は保護者同伴)
費用　100円(材料費・保険料)
持ち物　おわん(かき氷用)、スプーン、お弁当、飲み物

7月15日10時から直接か電話で日吉分館☎587-1491 587-1494。
［先着順］

日時 内 容 場所

8月25日㈯
10:30～
11:30

ふれあい遊び（就
学前の子どもと保
護者20組）

夢見ヶ崎
保育園

7月23日9時から直接
か電話で保育所等・地
域連携。[先着順]

9月1日㈯
ベビーダンス（４
カ月～2歳の子ど
もと保護者20組）

小倉こども
文化センター

8月1日9時から直接か
電話で保育所等・地域
連携。[先着順]

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 ☎556-6672 556-6659

パパっとサタデー

遊ぼう！学ぼう！さいわいの夏
プレパであそぼっ！ 加瀬山で遊ぼう

末）。※申請できるのは期間中の１区
分のみ。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。 7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。［抽選］。
※申請書は区役所で配布中。区HPか
らもダウンロードできます。

区役所地域支援担当
☎556-6693 555-1336

プレママクッキング・マザーズ
ブラッシング

　妊娠中の食生活とお口のケアにつ
いて、講話や実習を通じて学べます。

7月２6日㈭９時半～14時(受け付
け9時15分～ ) 区役所３階栄養室・
歯科室 区内在住で、妊娠５～８カ
月頃の人 500円程度(調理実習材
料費) 直接か電話で。［事前申込制］

区役所保育所等・地域連携
☎556-6732 556-6659

1歳のお子さんのママ集まれ！
　同じ地域の親子と交流を深めて子
育ての楽しさや悩みを共有してみませ

半～19時半（開場18時15分） 幸図
書館参考資料室 小学生以上向け。
当日先着30人(小学生は保護者同伴)
夏の大きなおはなし会

　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。 8月3日 ㈮14時 ～14時40
分（開場13時45分） 幸市民館1階
大会議室 2歳以上向け。当日先着
100人。

経済労働局商業振興課
☎200-2352 200-3920

夏祭りinラゾーナ川崎プラザ
　南河原地区
町内会連合会
とラゾーナが
共催で行いま
す。地元団体
などによるステージや縁日、盆踊り
が楽しめます。 8月10日㈮～12日
㈰ ラゾーナ川崎プラザ ルーファ広
場（堀川町72-1） ラゾーナ川崎プラ
ザ☎874-8000

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

※ 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。 7月17日㈫10時～
13時 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) 、小向
第7公園(小向西町1-65)。雨天中止。
会場へ直接。

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

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

　市民活動団体の活動報告や作品な
どを展示してみませんか。 展示を
希望する個人または団体。利用期間：
10月～31年3月。利用区分：各月の前
期（1日～15日）または後期（16日～月

んか。専門職による、年齢発達に応
じた話が聞けます。 ❶9月4日㈫／
栄養士講座❷12日㈬／保健講座❸
26日㈬／遊びの講座、いずれも10時
～11時、全3回 夢見ヶ崎保育園
１歳の子どもとその保護者5組 8月1
日9時から直接か電話で。［先着順］

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
と実習。受講者には修了証を交付し
ます。 8月26日㈰9時～12時半
幸消防署 30人 8月13日9時から
直接か電話で。［先着順］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

ようこそ　こわいおはなしの世界へ
　本を使わずに、ちょっぴり怖いお
話を語ります。 7月28日㈯18時

7
26

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)

サマープレパ
場所　御幸公園(東古
市場1)

みゆきでプレパ
7 22日

月23

区役所地域ケア推進担当☎556-6730 556-6659

7 31火
8 1 水

　ペットとの暮らし方や動物公園の仕事など、子どもと保護者で
一緒に学び、体験しませんか。飼育員
による園内ツアーも。荒天中止。

時間　9時半～12時　場所　夢見ヶ崎動物公園
対象　区内在住の小学3・4年生と保護者10組20人

7月17日から直接か電話で区役所衛生課☎
556-6681 556-6659。［先着順］

夏休み親子動物愛護教室8
4 土

間近で餌やり体験

大人気のウオータースライダー
（さいわいふるさと公園）

自然素材を使った工作

　夏のイベントのお手伝いなどをきっかけに、地域で行われ
ているさまざまな活動を体験してみませんか。
　詳しくは

区役所地域包括ケア推進担当☎556-6730 556-6659

さいわいはっぴーボランティア（はぴ☆ボラ）を募集します！

「ろ過実験教室～環境に優しいしくみを学ぼう～」
　汚れた水をきれいにする
実験をします。工場内の設
備も見学できます。

時間　9時半～11時半
場所　ショウエイ(新川崎2-6)
対象　区内在学または在住の小学生30人（3年生以下は保護者同伴）

7月20日までに直接か区HPで区役所地域振興課☎556-6606 555-
3130。［抽選］
※抽選結果は7月27日までにお知らせします

さいわいサイエンスCLUB8
2 木

木

検索幸区　はぴボラ

中高生の皆さんへ
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