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幸区統計データ（令和元年 7月1日現在）

16万9,432人
8万1,003世帯

（令和元）年
2019

8月1日発行

未来を創るものづくり
区内には、優れた
「ものづくり」
技術を有する企業や、最先端分野の研究開発施設が集積しています。
また、区内の高等学校では
「ものづくり」
の次世代の担い手として期待される高校生が日々技を磨いています。今月号では、その様子を紹介します。

想い×建設技術
川崎総合科学高等学校建築研究同好会では、建設工学科の生徒
材加工部門）
への出場へ向けて活動しています。 11月に行われる技

２年 四釜夢花さん

を中心に、建築設計競技への参加や高校生ものづくりコンテスト
（木
屋根の骨組み

能五輪全国大会では、神奈川県代表としての出場が決定しています。

し かまゆめ か

技能検定の課題

父の影響で、幼い頃
から木を使って物を作
ることが好きなので、
自分の好きなことをし
ている時間が楽しいで
す。将来は、学んだ技

高校選びのきっかけ

術を生かして、自分が

の一つが放送委員会で

育った地域や海外など

した。地域をテーマに

でも活躍したいです。

した作品『女 躰神 社』の

にょたい じん じゃ

制作を通じて、歴史を
知ることができて面白
３年

か っ た で す。 今 後 は、

いし い なお き

石井直希さん

身につけたスキルを生
かし、幅広く映像や音
声作品の制作について
学びたいです。

音響・照明の操作機材

心に残る映像制作
幸高等学校放送委員会では、歴史などをテーマに、地域の
人やゆかりのある人にインタビューを行いながら、映像制作な
数々の受賞歴

おもしろ
化学実験

どを行っています。NHK杯全国高校放送コンテスト全国大会に
出場するなど、数々のコンテストで実績を積み上げています。

新川崎で科学体験イベントを開催！

科 学とあ そ ぶ 幸 せ な 一 日
慶応義塾大学や区内の企業・団体が出展し、子どもから大人まで科学の不思議、
楽しさを体感できるイベントを開催します。
日時 ８月３１日㈯10時～16時
（荒天中止）

光糸電話を
つくろう！

手回し発電を
う！
体験してみよ

会場 「新川崎・創造のもり」
（幸区新川崎7-1）
区役所地域振興課☎556-6606
プログラム
（一部）

555-3130

・光通信！光糸電話を作ってみよう！ ・ソーラーパワーを感じよう！
・地デジアンテナを作ろう！

・慶応義塾大学で行っている最先端の研究紹介

・ミクロの世界をのぞいてみよう！

・縁日企画
（ヨーヨー釣りなど）

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。

HPはこちらから

編集：幸区役所企画課
（☎556-6612

555-3130）
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区民祭中央舞台出演団体募集

ご近所支え愛事業実践講座

高齢者の見守りの仕方やポイントなど具体的な方法について学べます。

10月19日㈯・20日㈰に開催する区民祭の中央舞台

日時 9月20日㈮14時～16時(受け付け13時半～ )

で、音楽、踊り、パフォーマンスや、演技などを披露す

場所 区役所4階会議室 対象 区に在住・在勤・在学の初めて参加する60人

る団体を募集します。

8月15日から直接か電話で区役所高齢・障害課☎556-6619

02

555-

3192［先着順］

8月20日
（消印有効）
までに申込書
（区役所で配布
中、区ＨＰからもダウンロード可）
を直接か郵送かメールで〒212-8570幸区
戸手本町1-11-1区役所地域振興課区民祭中央舞台担当☎556-6611

さいわいハナミズキコンサート
出演者・運営委員大募集！

555-3130 63tisin@city.kawasaki.jp［抽選］

「はぴ☆こん」
～誰もが幸せになるコンサート～出演者募集

２年２月２９日㈯にミューザ川崎シンフォニー
ホールで開催します。
❶出演者…市や区にゆかりのある音楽家
（プ

子どもから大人まで障害の有無にかかわらず誰も

ロ、アマチュアの制限なし）
６組程度

が楽しめるコンサートです。11月16日㈯にミューザ川

❷運営委員
（コンサート企画・運営、広報物の作成など）
…８月～2年３月に開

崎1階ガレリア広場で開催。地域で音楽活動をしてい

催予定
（平日の日中）
の会議６回程度に出席できる５人程度

る団体か個人
（ジャンルは自由）
4組を募集します。

❶は９月９日
（必着）
までに申込書、写真、演奏を録音した音源
（ＣＤなど）

9月2日
（必着）
までに申込書、写真、演奏を録音した音源
（ＣＤなど）
を

を直接か郵送で❷は８月２１日
（必着）
までに申込書を直接〒212-8570幸区戸

直接か郵送か区HPで〒212-8570幸区戸手本町1-11-1区役所地域振興課

手本町1-11-1区役所地域振興課☎556-6606

☎556-6606

555-3130［選考］

※いずれも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

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

緑化活動団体へ花苗を提供
区内の公園などにある花壇を自主

※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

❶8月27日❷9月

できる場です。

区のお知らせ

☎556-6648

555–1336

認知症の人を介護する家族の集い

15日から直接か電話で。
［先着順］

9月30日㈪13時半

区役所3階ホール

556-6659

食品衛生ポスター展
開催し、今年は下平間小学校の子ど
もたちの作品を展示します。 ぜひご
覧ください。区役所１階ロビーハナミ

赤ちゃん銭湯でコンニチワ！

ズキ展示コーナー…展示期間：
８月20

赤ちゃんと一緒に入浴後、

日～８月29日、ギャラリーバス
（川７１

赤ちゃんをボランティアに預

系統など）
…展示期間：
８月7日～９月9

けて、 お母さんはゆっくり

日、９月１1日～１０月7日。

と入浴ができます。せっけん、シャン

区役所保育所等・地域連携

など入浴に必要な物と子どもの飲み
物持参

9月4日㈬10時半～12時半

桐の湯(南幸町3-56)
の子どもと母親15組
つき150円

子ども1人に

レーニングの仕方などを知ることで不
安を軽減し育児に役立てます。
27日㈮10時半～11時半
庁舎2階

おでかけ“ぽかぽか”
出張青空子育て広場

健診案内

日程・受付時間
9:00
9月3日
～
㈫
9:45

9月

日吉合同

1歳半～2歳半の子どもと

保護者20組

乳幼児と保護者が遊びながら交流

1歳児
歯科健診

日吉子育て講座「おむつはずし」
子どもの発達に合わせたトイレットト

話で。
［先着順］

健診名

555-6659

3カ月～3歳

8月19日から直接か電

地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

☎556-6732

8月27日9時から直接

か電話で。
［先着順］
会場は区役所3階
区役所地域支援課☎556-6693

対象・定員
内容
1歳前後
の乳幼児 歯科健診と相談
30人

※乳幼児健康診査は対象世帯に郵送でお知らせします

555-1336

申し込み
8月15日から直接か
電話で地域支援課☎
556-6693
［先着順］

☎541-3915

❶は会場へ直接❷は9月2日

541-4747

講座「はじめてみませんか、ストー
リーテリング」

で入場券を配布。
［先着順］

語りの世界の魅力と基礎を学んで、

幸市民館
☎541-3910

8月20日10時 から直 接

幸図書館

❷は市内在住60歳以上

9時からさいわい健康福祉プラザ2階

8月

毎年、 食品衛生月間である８月に

プー、 バスタオル、オムツ、 着替え

プラザ3階

認知症

区役所衛生課
☎556-6683

いずれもさいわい健康福祉

100人

認知症介護者教室

８月３0日
（必着）
までに、 申込書に必

ショー

555-8224

学校や図書館で子どもたちにお話を
届けてみませんか。 ９月１２日、２６

家庭・地域教育学級～赤ちゃんと遊ん
で学ぶ、初めてママの子育て講座～

日 の 木 曜、10時 ～12時、 全2回

0歳児を育てているママと一緒に専

時半から直接か電話で。
［先着順］

幸スポーツセンター

幸

1歳未満の第1子と保

か電話で。
［先着順］

5日～１１月１5日の原則水・金・日曜

556-6659

市民館児童室

時半…お笑い曲芸と昭和懐メロ歌謡

の人を介護している家族20人

☎556-6730

9月13日㈮❶9時半～12時
（予

区役所地域支援課

指定）
を提供します。提供時期：
１０月２

区役所地域ケア推進課

の 木 曜、14時 ～16時、 全8回
護 者20組

～15時

※申込書は区役所で配布中。区ＨＰか

9月12日～10月31日

定）… 利 用 者 演 芸 大 会 ❷14時～15

度に花苗か用土
（花苗の種類は、区で

らダウンロードできます

記用具持参

4)、小向第7公園(小向西町1-65)。

を開催します。

図面、 写真を直接か郵送で。
［抽選］

がら楽しみましょう。 バスタオル、筆

533-8703

敬老のつどい

1)❷南加瀬けやき公園(南加瀬4-35-

管理している緑化活動団体３５団体程

要事項を記入し、花壇の案内地図と

☎541-8000

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-

門家の話を聞いたり、おしゃべりしな

幸区社会福祉協議会

10日 の 火 曜、10時 ～13時。 雨 天
中止

555-3130［選考］

幸市民館音楽室

20人 ８月２１日9

第3期スポーツ教室受講者募集

幸スポーツセンター☎︎55510月～12月の教 室の参 加者を募 集します。
3011 556-0169※開催日、受講料、対象・定員など詳細はお問い合わせください。
曜日

開催種目
開始時期 締め切り
エンジョイフラ・ストレッチエクササイズ・ヨガ・ジャ
月 ズダンス・マットサイエンス・ミニバスケット・バス 10月7日～ 8月23日
ケット・バドミントン・ストレッチ＆簡単ヨガ

火 フラ入門・フットサル・幼児スポーツ広場

10月1日～ 8月24日

親子スポーツ・機能改善フィットネス・ジュニアダンス
水
10月2日～ 8月25日
＆エアロ・やさしい健康体操・背骨コンディショニング
木 リズム体操・ピラティス

10月3日～ 8月26日

金 ウオーク＆ランラン・中級ランニングセミナー・3B体操 10月4日～ 8月27日
土 サタデーフラ・中級ランニングセミナー

武道で体と心を鍛えよう！

10月5日～ 8月28日

石川記念武道館

8月16日10時から直接か電話で、石川記念武道館☎
※電話での受け付けの場合は、仮受け付けとなります
教室名
なぎなた
空手道
合気道
剣道

日程

武道教室

544-0493［先着順］

時間
対象・定員
14:00～15:00 小学生以上20人

9月7日～10月26日の
17:30～19:00
土曜
（全８回）
17:00～18:20

小学生以上
9月3日～10月1日の
各30人
火・木曜
（9月24日を除 17:00～18:30
く全８回）

柔道

9月3日～9月19日の
18:00～19:15 小学生以上20人
火・木・土曜
（全８回）

少林寺
拳法

9月5日～9月28日の
❶木曜、全4回
❷土曜、全4回

18:00～19:00

高齢者を狙う振り込め詐欺被害が増加中！不審な電話にご注意ください。

❶小・中学生30人
❷高校生以上30人

受講料
各教室
3,590円

各教室
1回500円

