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幸区統計データ（平成31年 4月1日現在）

16万8,362人
8万393世帯

（令和元）年
2019

5月1日発行

暮らしの中で、悩んでいることや困っていることはありませんか？
あなたのまちの身近な相談相手として地域の福祉を支える民生委

地域の身近な相談相手

員児童委員を紹介します。
区役所地域ケア推進課☎556-6643

民生委員児童委員

556-6659

どんなことを
しているの？
家族の介護、学校のこと、健康・医療に関する
ことや経済的なことなどさまざまな相談を受け付

民生委員児童委員って
どんな人？

けています。また、必要に応じて専門機関につな
げるパイプ役となり、問題解決の手助けをします。
守秘義務があるので、安心してご相談ください。

町内会・自治会など地域の推薦を受け
た人が厚生労働大臣から委嘱され、ボ
ランティアとして地域の皆さんの支援を

どうやって
相談するの？

しています。 児童に関する事項を専門
に担当する主任児童委員もいます。 任
期は3年間で、 区では207人が活動し
ています。
（4月1日現在）

お住まいの地区の民生委員児童

12月に改選が
あります

委員については、区役所地域ケア推
進課までお問い合わせください。

を
活動の一部
紹介します
こんにちは
赤ちゃん
訪問

高齢者
サロン

赤ちゃんのいる家庭

地域の町内会館などで、定期的

を訪問し、地域情報を

に食事会や体操、イベントなどのサ

伝えながら、地域と家

ロン活動を行っています。

庭をつないでいます。

高齢者の
見守り活動

子育て
サロン

75歳以上のひとり暮らし

子育て中のパパママを

の高齢者宅を訪問し、顔の

対象に、 安心して子ども

見える関係をつくり、高齢

を遊ばせながら、仲間づく

者が地域で安心して暮らせ

りや気軽に相談できる場

るよう支えています。

を提供しています。

民生委員児童委員からお話を伺いました
活動を通して、たくさんの出会いがあ

せき とし ひで

４月１日から幸区長に就任した関 敏 秀です。 幸区は、

り、赤ちゃんから高齢者までさまざまな

自然と文化が調和する魅力あふれるまちであるとともに、

年代の地域の人と交流ができ、一緒に

何よりも人と人との結びつきが強く、住民同士の支え合

活動する仲間が増えました。 研修など

いの活動や、地域の魅力をより高めるための活動が活発

を通して学びながら皆さんの支援を続

に行われているなど、地域愛に満ちたまちだと実感して

けています。気になることがありました
ら、いつでも声をかけてください。

はじめまして幸区長です

います。また、町内会・自治会の加入率が市内で最も高
幸区民生委員児童委員
協議会 楢林会長

いこともその象徴として現れているものと感じています。

幸区長

関敏秀

これからも、区民の皆さんと力を合わせ、地域への愛情や安らぎと幸せを実感
できるような
「まちづくり」
を進めてまいりますので、
ご支援、
ご協力をお願いします。

5月15日㈬から区役所、日吉出張所で、ゴーヤーの種を配布します。
（先着200人）

編集：幸区役所企画課
（☎556-6612

555-3130）
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31年度 提案型協働推進事業を
募集します
地域の課題を解決したり、魅力を高めたりするための取り組みを募集し

日時 5月16日㈭12時5分～12時45分

ます。提案のあった取り組みは審査・決定後、事業として提案団体に実施

場所 コトニアガーデン新川崎 NRE新川崎弥生テラス内

を委託します。

地域交流室
（幸区北加瀬2-11-5）

委託費 1事業当たり75万円以内(税込み)

出演 井関 花

対象

曲目 ノクターン 第4番 他

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

定員 当日先着60人
※11時半から会場前で整理券を配布します
区役所地域振興課☎556-6606

ピアノの美しい音色
をお楽しみください

555-3130

業など)
6月10日(必着)までに申込用紙を直接
か郵送で〒212-8570区役所企画課☎5566612

555-3130［選考］

※申込用紙は区役所などで配布中。 区ＨＰ

夢見ヶ崎動物公園
（加瀬山）
を舞台にした
絵本・紙芝居を貸し出しています！

からもダウンロードできます

ＮＰＯ法人はたらくらすと協働で制作した
『ゆめみが

幸市民館の講座やイベントを
あなたが考えてみませんか

さきのふしぎにゃトンネル』
を幸図書館、日吉分館で貸
し出しています。 絵本・紙芝居を通じて夢見ヶ崎動物

募集提案 ❶市民自主学級
（5～9回の連続講座）

公園
（加瀬山）
の歴史を学ぶことができます。
区役所企画課☎556-6612

❷市民自主企画事業(交流会、展示会、シンポジウム、フォー

555-3130

ラムなど自由な形態での企画)
※趣味、スポーツ、レクリエーションなどは対象外
提案資格 市民グループ…区内
（日吉地区を除く）
を主な活動場所とする会

思い出のこいのぼりを さいわいの空に

員5人以上の団体
個人…区内在住、在勤、在学の人
（選考された場合、企画委

市政だより3月号で募集したこいのぼりにつ

員を公募し5人以上で実施）

いて、たくさんの寄付をいただきありがとうご

事前説明会 5月19日㈰10時～12時

ざいました。こいのぼりは、5月中旬ごろまで、

5月17日～5月31日
（必着）
に申込用紙を直接か郵送で〒212-0023幸

区役所、日吉出張所や区内の公園などで掲げ
ています。

区戸手本町1-11-2幸市民館☎541-3910

区役所企画課☎556-6612

※申込用紙は幸市民館2階で配布中。(要事前連絡）

555-3130

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

❸6月4日❹11日の火曜、10時～13

プレパ！…

時。雨天中止

時

❶は南加瀬けやき公

5月15日㈬13時 半～16

御幸公園(東古市場1)。放課後

園(南加瀬4-35-4)、小向第7公園(小

プレパ …

向西町1-65)❷はさいわいふるさと公

13時半～16時 さいわいふるさと公

が優先となる場合があります

園
（新川崎7）
、 戸手第1公園(戸手本

園。いずれも荒天中止。

区役所地域ケア推進課

町1-76-1)❸は戸手第1公園❹は南加

※講 座などによっては区内在住の人

☎556-6730

瀬けやき公園、小向第7公園。

556-6659

プレーパークは
「自分の責任で自由
に遊ぶ」
をモットーに、子どもの好奇

乳幼児と保護者が遊びながら交流
できる場です。

❶5月14日❷21日

～15時

健診名

6月4日
❶1歳児
歯科健診
㈫

9:00
～
9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

区役所3階ホール

認知症
5月

地域や区役所などで行われる子育

会場は❶区役所３階、❷❸区役所２階

日程・受付時間 対象・定員

6月24日㈪13時半

すくすく子育てボランティア養成講座

場所

区役所地域支援課☎556-6693
内容

555-1336

5月15日から直接
か電話で地域支援
歯科健診と相談
課☎556-6693
［先
着順］
保健師・栄養士・歯科 5月15日から直接
衛生士が個別相談。 か電話で地域支援
健診データ持参
課☎556-6648
［先
着順］
個別禁煙相談

❷生活習慣
9:30 5人
6月24日
病相談
～
㈪
10:00
❸禁煙相談
2人
※乳幼児健康診査は対象世帯に郵送でお知らせします

200-3925

ふくしまつり

ントなどを行います。

6月2日㈰10時

半～14時。雨天中止

下平間春風公

園
（下平間234-8） 福祉クラブ生活協

15日から直接か電話で。
［先着順］

ス イ ート ハ ンド に よ る
5月20日9時か
6月15日 10:30～ 「おんがくとあそぼう」
ら直接か電話で
河原町保育園
㈯
11:30 (未就学児までの子ども
保育所等・地域
と保護者40組)
連携[先着順]

健診案内

555-1336

の人を介護している家族20人

内容
（定員）

☎200-2500

店や福祉活動の紹介、チャリティーイベ

認知症の人を介護する家族の集い
を開催します。

健康福祉局庶務課

福祉クラブ生活協同組合による模擬

認知症介護者教室

心を大切にしている遊び場です。ベー

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

地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

☎556-6648

ゴマや工作などができます。みゆきで

パパっとサタデー

日時

5月22日、29日の 水 曜、

区役所地域支援課

プレパであそぼっ！

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育
て広場

555-8224［選考］

同組合☎045-547-1400

045-547-

1414。

幸スポーツセンター
☎555-3011

556-0169

第2期スポーツ教室案内
7月〜9月の教室の参加者を募集し

てに関する事業で保育の補助などを

ます。 日時、 受講料、 対象・定員、

行うボランティアの養成講座です。

申込方法など詳細はお問い合わせく

6月18日、25日の火 曜、10時～12

ださい。
教室名
エンジョイフラ

曜日 回数 締め切り
月 8 5月24日

フラ入門

火 10 5月25日

親子スポーツ

水 10 5月26日

時、 全2回

区役所

加できる区民10人

原則全2回参
5月15日から直

接か電話で。[先着順]

幸図書館
☎541-3915

541-4747

絵本の読み聞かせと紙芝居
エプロンおばさんの絵本の時間(乳
幼 児 向 け)…

5月21日 ㈫、6月4日

㈫、11時～11時半。おはなしの時間
(幼児～小学校低学年向け) …

5月

22日 ㈬、6月12日 ㈬、15時 ～15時
半 いずれも幸図書館。

リズム体操

木 10 5月27日

３Ｂ体操

金 10 5月28日

サタデーフラ

土 10 5月29日

※他にも次の教室があります。
「ストレッチエクサ
サイズ」
「ヨガ」
「ジャズダンス」
「マットサイエン
ス」
「ミニバスケットボール」
「バスケットボール」
「初心者バドミントン」
「初中級者バドミントン」
「ストレッチ＆簡単ヨガ」
「フットサル」
「幼児ス
ポーツ広場」
「機能改善フィットネス」
「ジュニア
ダンス＆エアロ」
「やさしい健康体操」
「背骨コン
ディショニング」
「ピラティス」
「ウオーク＆ラン・
ラン入門」
「中級ランニングセミナー」

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。 ぜひご利用ください。

