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新しい仲間が誕生しました！

　夢見ヶ崎動物公園がある加瀬山一帯を拠点に、定期的な
樹木・花壇の手入れや、近隣小学校の児童や保育園児との
花植え活動に加え、「動物園まつり」への参加、こいのぼりの
掲揚など、にぎわいづくりも行っています。

メンバー募集については、 区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

　この春に、フンボルトペンギン、マー
コールなどの赤ちゃんが生まれまし
た。新しい仲間にぜひ会いにきてくだ
さい。

建設緑政局夢見ヶ崎動物公園
☎588-4030 588-4043

ゆめみらい交流会ワークショップの様子

　「動物園まつり」などのイベント運営の手伝い、園内の植栽
管理、傷病野生動物の保護の支援、動物の飼料購入や施設
整備に関わる寄付など、多方面から支援をし、夢見ヶ崎動
物公園の魅力アップに向けた取り組みを行っています。

成川 七郎会長 宮村 竜平さん

小学生との花植え

加瀬山の緑をきれいに
〈さいわい加瀬山の会〉

もっと！ 魅力ある“ゆめみ”へ
〈夢見ヶ崎動物公園サポーター〉

　加瀬山は自分が小さい頃に遊んでいて、
思い出深い場所です。日頃活動していて、
公園を訪れた人に「きれいにしてくれてあり
がとう」と声を掛けられることが多く、とて
もやりがいを感じます。今後も、子どもた
ちが安全に遊べるきれいな公園を維持して
いきたいです。メンバーも募集しています。

夢見ヶ崎動物公園
　市内唯一の動物園があり、区の魅力スポット夢見ヶ
崎動物公園。今も昔も、多くの人に愛され、親しま
れている夢見ヶ崎動物公園は、地域の人たちによっ
て支えられています。
区役所企画課☎︎556-6612 555-3130

６月はアジサイが見頃

　将来動物に携わる仕事に就くため、もっ
と動物園に関わりたくてサポーターになり
ました。実際の活動では、飼育員さんか
ら直接話を聞けたり、イベント運営の手伝
いで、来園者に動物公園が良いところだ
と感動してもらえたりすることがうれしいで
す。動物公園のさまざまな魅力を多くの
人に知ってもらえるよう今後も活動していき
たいです。

地域と
つくる

サポーターは随時募集しています！
詳細は

検索
夢見サポーター募集

～つながる　ひろがる～ ゆめみらい交流会

参加者募集 !

　今後の夢見ヶ崎動物公園につ
いて語り合ったり、活動団体な
どによる面白い話を聞いたりしま
す。誰でも参加できます。
日時　6月26日㈬18時半から　　定員　40人
場所　コトニアガーデン新川崎弥生テラス内地域交流室（北加瀬2-11-5）
活動団体等によるプレゼン　NPO法人野生動物救護獣医師協会神
奈川支部、株式会社鉄道新聞社

6月21日までに電話、FAX、メールで区役所企画課☎556-
6612 555-3130 63kikaku@city.kawasaki.jp ［先着順］
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健診名 日程・受付時間 対象・定員 内容 申し込み

❶1歳児
　歯科健診

7月2日
㈫

9:00
～

9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

歯科健診と相談
6月17日から直接
か電話で地域支援
課☎556-6693［先
着順］

❷�生活習慣
病相談 7月22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

6月17日から直接
か電話で地域支援
課☎556-6648［先
着順］❸禁煙相談 2人 個別相談

❶は区役所３階、❷❸は区役所２階
区役所地域支援課☎556-6693 555-1336健診案内地域みまもり支援センター

（福祉事務所・保健所支所）

※乳幼児健康診査は対象世帯に郵送でお知らせします

日時 内 容（定員） 場所 申し込み

❶7月13日㈯
❷9月21日㈯
❸12月14日㈯

（３回連続で参
加）

10:30～
12:00

～はぴ★パパルーム～
❶「保育園であそぼう！」
❷「みんなで話をしよう！」
❸「はぴ★クッキング！」

（未就学の子どもとその保
護者10組）

河原町
保育園

6月17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

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課
☎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。 ❶6月18日❷6月
25日❸7月9日の火曜、10時～13時。
雨天中止 ❶さいわいふるさと公園

（新川崎7）、戸手第1公園(戸手本町
1-76-1)❷さいわいふるさと公園、南
加瀬けやき公園(南加瀬4-35-4)❸戸
手第1公園、南加瀬けやき公園。

幸市民館
☎541-3910 555-8224

88saisi@city.kawasaki.jp

エコライフ
　親子で地球温暖化防止について学
び、日頃の生活の中で楽しくエコライ
フを進めましょう。❶エコクッキング
… 7月26日㈮10時～13時 幸市
民館 小学1年生以上の子どもと保
護 者17組34人 1人400円❷幸 区
役所エコ見学会とバルーンロケットを
作ってとばそう！… 8月23日㈮10時

～12時 幸区役所・幸市民館 小学1
年生以上の子どもと保護者20組40人

1人100円 6月15日10時～30日
17時に子どもと保護者の氏名、学校
名、学年、電話番号を直接、電話、メー
ルで。［抽選］※申し込みは❶か❷どち
らか1件のみ。
保育ボランティア入門講座～子育て
応援隊～

　保育に必要な基礎知識、子どもの
成長に合わせた関わり方などを学びま
す。 6月27日～7月18日の木 曜、
10時～12時、全5回（期間中の木曜
日以外の日に、保育見学会1回を含む）

幸市民館 20人 6月18日10時
から直接か電話で。［先着順］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

6月のおはなし会
　 人 形 劇 や
大きな絵本の
読み聞かせな
ど、趣向を凝
らしたおはな
し会です。
6月28日㈮15時半～16時 幸市民
館音楽室 2歳以上向け、当日先着
40人。
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)… 6月18日㈫、7月９日㈫、
11時～11時半。おはなしの時間(幼児
～小学校低学年向け) … 6月26日
㈬、7月10日㈬15時～15時半 いず
れも幸図書館。

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
　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。 7月16日㈫9時～12時 幸消
防署 30人 800円 6月25日9時
から電話で。［先着順］

　県が公表した東京湾沿岸における高潮浸水想定区域に
基づき、区内で浸水が想定される範囲や対応などについ
て、説明会を開催します。
区役所4階第2～4会議室　6月19日㈬19時～20時半 
日吉合同庁舎2階会議室　 6月20日㈭14時～15時半 

いずれも100人（当日先着順）
総務企画局危機管理室☎200-2850 200-3972

　これから出産予定の人や子育て中の人が使いやすい、
区内のおでかけスポット、相談・交流の場の紹介など盛りだ
くさんの子育て情報誌「おこさまっぷさいわい」を、区役所
や、区内の地域子育て支援センター、こども文化センター
などで配布しています。区HPからもご覧になれます。

区役所地域ケア推進課☎556-6730 556-6659

高潮浸水想定説明会 区内の子育て情報誌「おこさまっぷさいわい」
２０１９年度版を配布しています！

　運動が不足しがちな生活を見直し、健
康づくりに役立ててみませんか。区スポー
ツ推進委員が握力・上体起こし・長座体前
屈などの測定を行い、体力を判定します。
日時　 ６月23日㈰９時半～11時
場所　幸スポーツセンター大体育室
対象　市内在住・在学・在勤の小学3年生
～79歳の人

区役所地域振興課☎556-6609 555-3130

区民体力テストの集い

日時　６月20日㈭12時05分～12時45分
場所　 ミューザ川崎シンフォニーホール市民

交流室
出演　新海華子（ソプラノ）＆二宮万莉（ピアノ）
曲目　アヴェマリア　他
定員　当日先着140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 555-3130

ソプラノとピアノによる美しい
ハーモニーをお楽しみください

　日頃の食生活を振り返ってみませんか。区
役所では食育に関するいろいろな教室を開催
しています。
・プレママクッキング…毎月（8月・１2月は休み）
・離乳食教室…毎月
・幼児食教室…毎月（８月・1月は休み）
・食生活改善推進員（食のボランティア）養成教室…年１回（2日間コース、9
月頃開催）
※開催日程、申し込み方法などの詳細はお問い合わせください

区役所地域支援課☎556-6693 555-1336

こころもあったかおいしいごはん！
６月は
食育月間

　7月2日㈫は電気設備整備などのため
休館します。※返却ポストはご利用いた
だけます。

幸市民館・幸図書館
休館のお知らせ

　令和2年1月11日㈯に幸市民館で開催する市民
活動交流イベントで、地域の人と交流し、団体の
活動をＰＲしてみませんか。

 区内で活動している市民活動団体２０団体程度
7月1日（必着）までに申込書を直接か郵送で

〒212-8570区役所地域振興課☎556-6606 555-3130 ［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

市民活動交流イベントの出展団体募集


