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8万1,675世帯
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　かつて明治天皇が行幸された梅の名所としての地域の歴史を継承し、地
域の皆さんとともに、観梅会をはじめ、さまざまな取り組みを行っています。
区役所企画課☎556-6612 555-3130

2月２4日（振替休日）
10時～14時半 小雨決行
開催については☎︎0180-991-709（当日7時から）

10時～	 招待者(寄付者)による梅の植樹
10時半～	 梅観賞会(1回目)
11時～	 川崎総合科学高等学校吹奏楽部
11時半～	 御幸小学校学習発表会
12時～	 第二ひかり幼稚園和太鼓クラブ彩鼓奏
12時半～	 梅観賞会(2回目)
13時～	 古川小学校学習発表会
13時半～	 小向獅子舞
14時～	 寄席(落語)
14時半～	 フィナーレ演奏
※飲食販売あり
※小雨の場合、植樹式、梅観賞会のみ実施
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幸文化センター祭
　幸文化セン
ターを中心に
活動をしてい
るサークルが
中心となって、2日間にわたって市民館全
館で開催します。演技、展示、実技、ふ
れあいの4部門に分かれ、各サークルが
日頃の成果を発表します。
日時　�3月14日㈯、15日㈰、9時半～16時
場所　幸市民館
幸市民館☎541-3910 555-8224

　楽しい遊びを通して、地域の人たちや保護者同士が触れ合う
イベントです。子育て支援をしている関係団体や機関が協力し
て開催します。ぜひ遊びに来てください。荒天中止。
日時　2月22日(土)10時～15時（受付時間9時半～14時半）
場所　幸市民館

内容　○遊び・体験コーナー…新聞ちぎり、バルー
ンアート、昔あそび、工作コーナー、ダンボール迷路、
焼きマシュマロ体験、手作りおやつ試食、パラスポー
ツ「ボッチャ」体験、外国語と日本語による絵本の読
み聞かせなど　○ふれあいコーナー…手形とり、スタンプラリーなど　
○学び・相談コーナー…幼児安全講座「ＡＥＤを用いた心肺蘇生法」、子ど
もの遊び・相談コーナー、アート展示・ライブペイント（s

ス タ ジ オ

tudio�F
フ ラ ッ ト

LAT）など
詳細は　　　　　　　　　　　　　　 区役所地域ケア推進課☎556-6730 556-6659検索幸区　子育てフェア

オープニングセレモニー

ダンボール迷路
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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

区役所企画課
〒212-8570幸区戸手本町1-11-1

☎556-6612 555-3130

令和2年度提案型協働推進事業を募集
　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
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
を委託します。委託費…１事業当たり
50万円以内（税込み）、対象…区内で
事業を実施できる団体（市民活動団体
や企業など） 2月28日（必着）までに
申込用紙を直接か郵送で。［選考］※
申込用紙は区役所などで配布中。区
HPからもダウンロードできます。

区役所地域振興課
☎556-6606 555-3130

夢こんさぁと
　マリンバ連弾による
演奏をお楽しみくださ
い。出演：ダブルシュ
ガー（マリンバ）、曲目：
トルコ行進曲　他 2月20日㈭１２時
５分～１２時４５分 日吉合同庁舎タウ
ンホールやまぶき 当日先着80人。

※席数が限られているため、立ち見
の場合があります。

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。 ❶2月18日❷25日
❸3月10日、いずれも火曜、10時～
13時。雨天中止 ❶南加瀬けやき公
園(南加瀬4-35-4)、小向第7公園(小
向西町1-65)❷さいわいふるさと公園
（新川崎7）❸さいわいふるさと公園、
戸手第1公園(戸手本町1-76-1)。
赤ちゃん銭湯でコンニチワ！
　赤ちゃんと一緒に入浴後、
赤ちゃんをボランティアに預け
て、お母さんはゆっくりと入浴ができ
ます。せっけん、シャンプー、バスタ
オル、オムツ、着替えなど入浴に必
要な物と子どもの飲み物持参 3月4
日㈬10時半～12時半 多賀良湯（下
平間２２３） 3カ月～3歳の子どもと母
親20組 子ども１人につき150円 2
月25日から直接か電話で。［先着順］

幸市民館
☎541-3910 555-8224

さいわい学びの広場
　市民館で行った講座の発表会と、
幸市民館・日吉分館で活動している

市民グループと参加者の交流会を行
います。 2月16日㈰14時～16時半
（開場13時半） 幸市民館大会議室
当日先着30人。

幸図書館
☎541-3915 541-4747

2月のおはなし会
　紙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。 2月28日㈮15時半～16時（開
場15時20分） 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
　エプロンおばさんの絵本の時間（乳
幼児向け）… 2月18日、3月3日、10

日の火曜、11時～11時半。
　おはなしの時間（幼児～小学校低学
年向け）… 2月26日、3月11日の水
曜、15時～15時半。
　いずれも 幸図書館絵本コーナー。

石川記念武道館
☎ 544-0493

ボッチャを体験してみよう！
　東京パラリンピッ
ク正式種目を気軽
に体験してみません
か。誰でも参加で
きます。 2月24日（振替休日）18時半
～19時半 石川記念武道館柔道場
前日までに直接か電話で。［事前申込制］

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

3月14日
㈯

10:30～
11:30

音楽コンサート♪
～楽しい音楽の入り口

へようこそ～
（未就学児と保護者35組)

地域子育て
支援センター
ふるいちば

2月17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

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

3月3日
㈫

9:00
～
9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

歯科健診と相談
2月17日から直接か電
話で☎556-6693。
［先着順］

生活習慣
病相談 3月23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

2月17日から直接か電
話で☎556-6648。
［先着順］

禁煙相談 2人 個別禁煙相談

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�

第1期スポーツ教室受講者募集

曜日 開催種目 開始時期 締め切り

月
エンジョイフラ・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・バス
ケット・バドミントン・ストレッチ＆簡単ヨガ

4月6日～ 3月6日

火 フラ入門・フットサル・幼児スポーツ広場　 4月7日～ 3月7日

水 親子スポーツ・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 4月8日～ 3月8日

木 リズム体操・ピラティス　 4月9日～ 3月9日
金 ウォーク＆ランラン・中級ランニングセミナー・3B体操 4月10日～ 3月10日
土 サタデーフラ・中級ランニングセミナー 4月11日～ 3月11日

　4月～6月の教室の参加者を募集します。開催日、受講料、対象・定員、申し込み
方法など詳細はお問い合わせください。
幸スポーツセンター☎555-3011 556-0169。［抽選］

幸スポーツセンター

　『ゆめみがさきのふしぎにゃトンネル』の紙芝
居と、どうぶつビンゴ大会を行います。その後、
しかけのある坂道を登って夢見ヶ崎動物公園
に行ってみましょう！
日時　3月7日㈯10時半～11時半（開場10時）
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）　定員　当日先着40人
出演　紙しばいや�もっちぃ
区役所企画課☎556-6612 555-3130

　町内会・自治会などで結成された自主防災組織、
関係機関、行政が連携しながら、実践的な訓練を
行います。
日時　2月16日㈰9時～11時　場所　�塚越中学校
内容　初期消火訓練�・救出訓練�・風水害時を想定
した避難所開設訓練�・ペットの防災の紹介�・炊き出し（豚汁）�など

　昨年発生した台風19号などに際し、区内で何が起
こり、何が問題だったかを改めて考えながら、今後の
災害に備えることを目的とした講演会を開催します。

場所　幸区役所4階会議室　定員　当日先着各回100人
区役所危機管理担当☎556-6610 555-3130

日時　�3月4日、11日、4月1日の水曜�
19時5分試合開始

場所　とどろきアリーナ
定員　各日、区内在住の50人
2月23日（必着）までに往復ハガキに❶氏名・ふり

がな❷住所❸電話番号❹希望日（複数可）❺観戦人数（1通で4人まで）を記入
して〒212-0013幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階DeNA川崎ブレ
イブサンダースチケット部幸区民招待受け付け担当か応募用HPで。［抽選］
※�1人につき応募は1回まで、返信ハガキの内容に不備があった場合は申
し込み無効
区役所地域振興課☎556-6705 555-3130

夢見ヶ崎のpicture story show幸区春の総合防災訓練

幸区防災講演会

川崎ブレイブサンダース　ホームゲーム区民招待

©KBT #24 大塚 裕土

応募用HP

検索ブレイブサンダース幸区民招待

� 2月19日㈬18時半～20時半（開場18時）
  『豪雨危機の時代～多摩川・鶴見川共通氾濫域（ド

ラゴンゾーン）を考える～』　講師　岸由二氏（慶應義塾大学名誉教授）
� 3月1日㈰14時～16時（開場13時半）
 『地域における要配慮者支援～地域が主体の安否確認・避難支援と見守り～』
 講師　石井布紀子氏（NPO法人さくらネット代表理事）
� 3月16日㈪18時半～20時半（開場18時）
 『地区防災計画への取組み～住民自身が作る計画の意義と効果～』
 講師　鍵屋一氏（跡見学園女子大学教授）

第1回

第2回

第3回

　午後の植樹祭の参加者には先着で花苗などを配布。
動物公園で一日遊びましょう！詳細は市版6面。
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