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楽器のアンサンブル、吹奏楽など、さまざまなジャンルの演奏家が集う、毎年恒例の音楽の祭典です。
身近にある世界トップレベルの音楽ホール「ミューザ川崎シンフォニーホール」で、美しい音色を体感してみませんか。

定員　1,400人（�今年から全席指定。未就学児は入場不可。応募者多数の場合、
区内在住の人優先。）

� �1月17日（消印有効）までに代表者の郵便番号・住所、氏名、電話番号、同伴
者（1人まで）の氏名を記入し往復ハガキで〒212-8570幸区役所地域振興課
「ハナミズキコンサート担当」まで
　※車いすを利用する人は申し込みハガキにその旨ご記入ください。
　　記載内容に不備があった場合は無効とさせていただきます。
区役所地域振興課☎556-6606 555-3130

ミューザ川崎の魅力

　「音楽のまち・かわさき」のシンボルであるミューザ川崎
は、東京交響楽団など世界で活躍する音楽家のコンサー
トが楽しめるホールです。同時に、ハナミズキコンサー
トのような地域に密着したイベントも数多く開催していま
す。格式の高さと親しみやすさの両面を兼ね備えたミュー
ザ川崎にぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

13:15開演（12:45開場）
ミューザ川崎シンフォニーホール2/29㈯

第13回幸区民音楽祭

さいわいハナミズキコンサート

市立御幸中学校 吹奏楽部

張林（揚琴）

伊藤万桜
（バイオリン）

・赤松美紀
（ピアノ）

　音楽大好き！吹奏楽大好き！の個性豊かな

1・2年生のメンバーで演奏します。御幸中

らしいパワフルな演奏で笑顔と幸せをお届

けできるよう一生懸命頑張ります。

入場
無料

廣田裕佳（マリンバ）＆冨貴塚理恵（マリンバ）

三部恵梨（ソプラノ）・栗原里美（ピアノ）

全席
指定

Stress Free（フルート・ハープ） この楽譜を弾くと
実はあのメロディが…？

◀答えはこちら
コンサートのフィナー
レに会場全体でこの
曲を歌います

ヒント
南武線川崎駅の
発車ベル

市ＨＰで御幸中の
演奏を試聴できます
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健診名 日程 受付時間 対象・定員 内容 申し込み
1歳児
歯科健診

2月4日
㈫

9:00
～

9:45

1歳前後
の乳幼
児30人

歯科健診と相談 1月15日から直接か電
話で ［先着順］

区役所3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 

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

さいわいトライサイエンス実験教室
「探査機を飛ばそう！」
　風船で作ったロケットで、おはじき
探査機を飛ばし、科学の不思議と楽
しさを体験しよう！日本ＩＢＭの職員か
らエンジニアの仕事についての話も
聞けます。 3月7日㈯13時～17時

かわさき新産業創造センター「ＡＩＲＢ
ＩＣ」１階（新川崎7-7） 区在住または
在学の小学4年～中学3年生40人 1
月6日～2月7日に区ＨＰで。［抽選］

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
示など日頃の活動のＰＲに活用してみ
ませんか。 展示を希望する個人ま
たは団体。利用期間:４～９月。利用
区分:各月の前期（1～15日）または後期

（16～末日）※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。 １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ＨＰからダウン
ロードまたは窓口で配布中。

区役所地域ケア推進課
☎556-6730 556-6659

中高生向けボランティアを募集中！
　区役所や地域
で行われている活

動などに、ボランティアとして参加し
てみませんか？イベントのお手伝いな
ど、土・日曜を中心に参加できる多様
なボランティアメニューを用意してい
ます。申し込み方法など詳細は区ＨＰ
で。
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。 ❶1月21日❷2月4
日の火曜、10時～13時。雨天中止
❶❷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）

区役所高齢・障害課
☎556-6695 555-3192

精神保健家族教室
　精神症状のある人がいる家族向け
の講演会を開催します。 ❶2月3日
㈪14時～16時❷2月14日㈮14時～
16時 ❶❷区役所４階会議室　テー
マ❶家族の役割と支援について❷
家族から精神科への相談方法 ❶❷

30人（いずれかの回だけの申し込み
も可。） 1月15日から直接か電話で。

［先着順］

区役所保育所等・地域連携
☎556-6732 556-6659

親子で交流してみませんか？
～親子連続講座～

　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」「遊びの紹介」で年齢発達に応じた
話が聞けます。 2月26日、3月4日、
11日の水曜、いずれも❶10時～11
時、❷13時半～14時半、 全3回
いずれも夢見ヶ崎保育園 ❶は1歳の
子どもと保護者6組、❷は3～6カ月
の子どもと保護者8組（※3回とも参加
可能な方に限る） 1月23日9時か
ら直接か電話で。［先着順］

こども未来局保育課
☎200-2662 200-3933

かわの風保育園一時保育説明会
　保護者の週3日以内の就労や病気
などにより、一時的に家庭での育児が
困難な子どもを対象とした保育の説明
会です。 2月22日㈯10時～11時半

かわの風保育園（戸手2-12-10） 2

月20日までに電話で同保育園☎542-
8133 542-8134 ［事前申込制］

幸図書館
☎541-3915 541-4747

絵本の読み聞かせ
◎おはなしの時間(幼児～小学校低学
年向け)… 1月22日㈬、2月12日㈬、
いずれも15時～15時半、申し込み
不要。
◎エプロンおばさんの絵本の時間(乳
幼児向け)… 1月21日 ㈫、2月4日
㈫、いずれも11時～11時半、申し
込み不要。

同館絵本コーナー 

日吉分館
☎587-1491 587-1494

はじめてのバルーンアート教室
　すてきなバルーンアートを作ってみま
せんか。初心者歓迎。 2月3日㈪13
時半～15時半 同館学習室 200円

（材料費） 30人 1月15日10時から
直接か電
話で。［先
着順］

毎月第2・4土曜の午前中は、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。

日時 内 容（対象） 場所 申し込み

2月15日
㈯

10:30～
11:30

元気に体操！！
（1歳から未就学児の
子どもと保護者30組）

地域子育て
支援センター
ふるいちば

1月20日9時から直
接か電話で［先着順］

パパっとサタデー
　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・地域連携担当 ☎556-6672 556-6659

　梅の花や果実、梅林、梅にちなんだ祭りの風
景など、梅に関する写真を募集します。撮影場
所は問いません。応募作品は、4～5月に区役所・
日吉出張所で展示予定。なお、優秀作品は表彰
します。区内で撮影された作品が優秀作品に選
ばれた場合は、3月発行の「さいわいガイドマップ」
表紙に掲載します。
作品規定　❶カラーまたは白黒（現像したもの）
	 	❷2L版（127mm×178mm）から
　　　　　A4版まで（額装は不要）
募集期間　1月14日～2月28日（必着）
応募方法　 応募用紙に記入し、写真の裏面に用紙を貼り付け、直接または

郵送。応募できる写真は１人３点まで（未発表のものに限る）
　　　　　※応募用紙は区ＨＰまたは区役所地域振興課で配布中。

〒212-8570幸区戸手本町1-11-1幸区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

　七草がゆ作りやお正月遊びで、伝統行事
を楽しみましょう。
日時　2月2日㈰11時～13時半。雨天中止。
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）
定員　70人（小学2年生以下は保護者同伴）
費用　100円（保険料、材料費）
実施団体　日吉の「わッ」実行委員会

1月15日10時から直接か電話で日吉分館☎587-1491 587-1494
［先着順］

　幸区では、町内会・自治会などの地域
の皆さんを中心とした声掛けや地域行
事の参加を通じた見守り活動などを行う

「幸区ご近所支え愛事業」を進めていま
す。区内全域での取り組みに向け、地
域ぐるみでの支え合い活動を始めてみませんか。お気軽にご相談ください。

区役所地域ケア推進課☎556-6730 556-6659

令和２年度うめかおる写真展
作品募集

ひと月遅れのお正月

検索幸区　はぴボラ

ご近所支え　　 事業を進めています

平成31年度　幸区長賞作品
「今年も春一番のり」

かるた遊び
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