
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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　事前申し込みのイベントは7月26
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・年齢、保護者の氏
名、住所、電話番号を記入）。抽
選結果は当選者のみ、8月1日まで
にお知らせします。この他、当日
整理券配布のイベントもあります。
詳細は区HPで。

区役所企画課
☎556-6612
555-3130
63kikaku@city.

kawasaki.jp

※受け付け開始は9時半から

　市民活動団体や企業など
が行っている環境活動につ
いて、実際に見て、聞い
て、体験できるイベントで
す。さらに今回はエコとアー
トがコラボした新企画も！

幸市民館87水 10時～
14時半

　区内にあるNPO
法人“s

ス タ ジ オ

tudio F
フ ラ ッ ト

LAT”
のアーティストも参
加して、一緒に絵を
描きあげます。

タイトル：動物たち
作：岡　浩子

　参加型アートでは、環境に優しい製品を証明す
るグリーン購入に適合した色鉛筆を使うなど、イ
ベント全体で環境配慮に取り組んでいます。
　みなさんも普段のお買い物から、環境に優しい
製品を選んでみてはいかがでしょうか。

環境に優しい製品を選ぼう！

エコマーク 省エネ
ラベリング

エコリーフ
環境ラベル

環境に配慮した製品を示すマークの例

燃料
電池車を
走らせて
みよう

◆幸区役所
　エコツアー

◆ソーラー
　ハウス
　づくり

◆牛乳パックで
　カメラづくり

廃食油で
キャンドルづくり

竹細工

◆ソーラーカー
　工作

s
ス タ ジ オ
tudio F

フ ラ ッ ト
LAT理事長

大
おおだいら

平　暁
さとる

さん

エコなアートでつ
ながろう！

（参加型アート
）

▲詳細はこちら

　共生社会の実現を
目指し【FLAT】というコ
ンセプトのもと、アー
ティストの育成と発掘
を目的に障がいのある
人を中心としてアート
活動を行っています。タイトル：colors

作：阿部 堅太

さいわい子どもエコフェア

　参加型アートは、みんなで協力して一

枚の絵を作り上げます。これは環境問題

にも通じており、一つの地球をみんなで

守らなければなりません。今回のアート

を通じて一緒に考えてみませんか。

◆は事前申し込み
　が必要です。

他にも楽しい

イベントが

盛りだくさん
！
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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。

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

8月6日
㈫

9:00
～

9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

歯科健診と相談
7月16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 8月26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16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

8月24日
㈯

10:30～
11:30

親子ふれあい遊び
（0歳から3歳の子どもと
保護者20組）

夢見ヶ崎
保育園

7月29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

区役所地域振興課
〒212-8570幸区戸手本町1-11-1

☎556-6606 555-3130

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展
示など日頃の活動をＰＲしませんか。

展示を希望する個人または団体。
利 用 期 間:10月～2年3月。 利 用 区
分:各月の前期（1日～15日）または後期

（16日～月末）※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。

7月31日（必着）までに利用申請書
を直接か郵送で。［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。 7月16日㈫10時～
13時。雨天中止 さいわいふるさと
公園（新川崎7）、小向第7公園（小向
西町1-65）。

区役所地域支援課
☎556-6693 555-1336

食生活改善推進員養成講座
　健康づくり、運動、食育、ボラン
ティア活動について学べます。 ９月
12日㈭10時～15時15分、９月20日
㈮9時半～13時半、全2回 区役所
4階第２会議室 15人 500円程度

（食材料費） 7月16日9時から直接
か電話で。［先着順］

認知症介護者のための講座
　テーマは「頑張りすぎない、認知症
の人のお口のケア」。講師は歯科衛生
士の本間久恵氏（地域口腔サポート歯
ブラシとスプーン代表）。 8月30日
㈮13時半～15時 区役所３階ホール

認知症の人を介護している家族ま
たは認知症に関心がある人、定員30
人 7月16日9時から電話か直接で。

［先着順］

区役所保育所等・地域連携
☎556-6732 556-6659

親子連続講座「1歳の親子集まれ！」
　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ません
か。専門職による「栄養講座」「保健講
座」「遊びの講座」で年齢発達に応じた
話が聞けます。 ❶9月4日㈬❷11
日㈬❸17日㈫、いずれも10時～11
時、全3回 夢見ヶ崎保育園 １歳の
子どもと保護者6組 8月2日９時から
直接か電話で。［先着順］

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
ナが共催して行います。 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

幸図書館
☎541-3915 541-4747

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。
大人もぜひご参加ください。 8月2
日㈮14時～14時40分 幸市民館大
会議室 2歳以上、当日先着100人。
いろいろなおはなし会

　ようこそこわいおはなしの世界へ(小
学生以上)…ちょっぴりこわいおはなし
をします。 7月27日㈯18時半～19
時半 当日先着30人。小学生は保護
者同伴。エプロンおばさんの絵本の時
間(乳幼児向け)… 7月23日㈫11時～
11時半。おはなしの時間(幼児～小学
校低学年向け)… 7月24日㈬15時～
15時半 いずれも幸図書館。

　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、公示日翌日か
ら開設する期日前投票所（区役所４階・日吉合同庁舎２階）をご
利用ください。
期間　公示日翌日～投票日前日　時間　8時半～20時
※詳細は選挙時に送付する案内をご覧ください。

区選挙管理委員会☎556-6604 555-3130

　ペットとの暮らしや接し方、動物公園の仕事について一緒に学びません
か。飼育員による園内見学ツアーや餌やり体験も。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。たくさんのメニューを用意しています。詳細・
申し込みは区ＨＰで。
〈さいわい子どもエコフェア〉
　さまざまなエコを体験できるこ
ども向けイベントのお手伝い。
〈百人一首とカルタ大会〉
　小学3～6年生を対象に行う百
人一首とカルタ大会のお手伝い。

区役所地域ケア推進課☎556-6730 556-6659

第２５回参議院議員通常選挙の期日前投票

夏休み親子動物愛護教室

中・高校生ボランティアを募集

日時　７月１８日㈭１２時０５分～１２時４５分
場所　幸市民館大会議室
出演　赤松美紀（ピアノ）、伊藤万桜（バイオリン）
曲目　愛の挨拶　他
定員　当日先着160人

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

（左）赤松美紀（右）伊藤万桜　
ピアノとバイオリンの美しい旋
律をお楽しみください

　7月16日㈫は休館します。※幸図書館
の返却ポストはご利用いただけます。

幸市民館・図書館
休館のお知らせ

展示コーナー（うめかおる写真展）

昨年度のボランティア
活動の様子

検索幸区　はぴボラ

地域の方とたく
さん交流できて
よかったです。

参加者の感想
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