
水素をエネルギー源とした電車の実証試験が南武支線や鶴見線で2021年度から実施予定です。 編集：幸区役所企画課（☎556-6612 555-3130）

幸区統計データ （令和2年2月1日現在）

17万790人
8万1,703世帯

2020（令和2）年
3月1日発行 3

区 版さいわい01 幸区ホームページ　http://www.city.kawasaki.jp/saiwai/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

川崎
駅

新
川
崎
駅

平
間
駅

鹿
島
田
駅

矢
向
駅

尻
手
駅

　幸区には鉄道関連の重要な施設や鉄道のビュースポットがたくさんあることをご
存じですか。今月は、区内の鉄道にまつわる歴史や場所を紹介します。春の足音
が聞こえてくる３月、鉄道スポットと桜を目当てにお出掛けしてみませんか。

区役所企画課☎556-6612 555-3130

新鶴見信号場（旧操車場）
　新川崎駅の横に広がる「新鶴見信号場」は、昭
和4年に「新鶴見操車場」として開業しました。当
時は東洋一の規模の操車場として、首都圏の物
流の根幹を支える重要な施設の一つでした。そ
の後、昭和59年に機能を縮小しましたが、今で
も１日１５０本以上の貨物列車が通る中継地です。
　また、貨物列車だけでなく、お座敷電車など
の団体列車や実走前の新型車両も多く通り、市内でも有数の“撮り
鉄”スポットとなっています。新川崎駅周辺を歩くときはぜひ珍しい
電車を探してみてください。

さくらフェスタ日吉
　日吉分館や地域で活動する団体の発表や飲食の出店など魅力
いっぱいのお祭りです。
日時　３月22日㈰１０時～１６時　場所　日吉合同庁舎
内容　空手演武、バルーンアートショー、フラダンス、紙芝居、音楽演奏、料理屋台、絵手紙や
書道の作品展示、茶道体験、クラフトテープ作りなど
※詳細は日吉分館で配布中のチラシをご覧ください。公共交通機関をご利用ください。
夢見ヶ崎動物公園では「春の動物園まつり」も同日開催されます。詳細は市版6面。
日吉分館☎587-1491 587-1494

コトニアガーデン新川崎
　多世代交流型まちづくりをテーマ
に、店舗・賃貸住宅・高齢者サービス
施設・保育園などが集まる複合施設
として平成30年春にオープンしまし
た。施設内にある小ステージは駅の
ホームの雰囲気を演出し、施設の案
内看板には本物の鉄道レールが使わ
れるなど、鉄道関連のデザインが施
されています。コトニアガーデンで
は定期的にイベントが開催される他、
高齢者サービス施
設内には、誰でも
利用できる地域交
流室もあるので、
ぜひ一度足を運ん
でみてはいかがで
しょうか。

鉄道関連
スポット

鉄道フォト
スポット

　昭和２年、
川崎−登戸
間の南武線
開業に合わ
せ、矢向−
川崎河岸駅
間にも貨物
輸送用の支線が開業しました。主に多摩川で
採掘された砂利を運ぶための路線で、川崎河
岸駅は多摩川のほとり（現在の河原町付近）にあ
りました。当時は重要な貨物線として役割を果
たしていましたが、時代が進むにつれ大きな工
場が移転し、存在価値が薄れ昭和45年に貨物
支線は廃線となりました。現在では、跡地がそ
のままさいわい緑道となっています。

川崎河岸駅
新川崎ふれあい公園

が　　し

電車の遊具もあります

線路沿いの鉄道ビュース
ポット

鹿島田跨線橋・小倉跨線橋
市内随一の電車ビュースポット

多摩川見晴らし公園
六郷川橋梁を渡る電車と多摩
川が織り成す風景

夢見ヶ崎動物公園
新幹線のビュースポット

西口さくら緑地
南武線を間近で見ることができます

新川崎駅周辺を走る
秋田新幹線「こまち」

Ⓒ鉄道新聞

外枠に鉄道レールを
用いた看板

川崎河岸駅の様子

さいわい緑道に描かれている電車の絵

詳しい地図は「さい
わいガイドマップ」
をご覧ください。

鉄分幸区って　　　豊富なんです

▲区HP



区 版 さいわい2020（令和2）年　3月1日号　No.1228ここからさいわい区版です 02

「さいわい花クラブ」メンバー募集

緑化活動団体に花苗を提供

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

放課後プレパ
　プレーパークは「自分の責任で自由に
遊ぶ」をモットーに子どもの好奇心を大
切にしている遊び場です。工作やベー
ゴマ遊びなどができます。 3月18日
㈬13時半～16時 さいわいふるさと
公園（新川崎7）。荒天中止、会場へ直接。

幸図書館
☎541-3915 541-4747

大人のためのおはなし会
　「昔ばなし」は子どもだけのものではあり
ません。大人が楽しめる「昔ばなし」を、本
を使わずに語ります。（出演：語りの会ストー
リーテリング幸） 4月9日㈭10時半～12
時 幸市民館音楽室 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）… 4月14日㈫11時～11時半。

　おはなしの時間（幼児～小学校低学
年向け）… 4月8日㈬15時～15時半。
　 幸図書館絵本コーナー�

幸市民館
☎541-3910 555-8224

「喫茶つくし」の閉鎖
　幸市民館内に併設する喫茶つくしは
３月末をもって閉鎖となります。ご利
用いただきありがとうございました。

幸スポーツセンター
☎555-3011 556-0169

幸スポーツセンター×みんなの健康塾
「理学療法士が教える正しい姿勢と歩き方」
　川崎幸病院の理学療法士が、より
元気に活動するための運動方法を紹
介します。動きやすい服装で、室内
シューズ、タオルを持参ください。
3月16日㈪15時45分～17時 幸ス
ポーツセンター1階大体育室 開催当
日までに電話で。［事前申込制］

3・4月は区役所の駐車場が大変混雑します。混雑状況は区ホームページから確認できます。

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

4月7日
㈫

9:00
～
9:45

1歳前後
の乳幼児
30人

歯科健診と歯科相
談。無料。

3月16日から直接か電
話で［先着順］

生活習慣
病相談 4月27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

3月16日から直接か電
話で［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�

マイナンバーカードのここが便利
・顔写真付き身分証明書として使えます。
・コンビニで住民票や各種証明書が受け取れます。
・「マイナポータル」に登録すると、さまざまな情報が確認できます。
・初回交付は無料です。（2枚目からは有料です）

　かつて幸区に居住していた絵本作家かこさと
しさんを特集した「さいわい広報特別号」を３月に
発行します。ゆかりの場所や子ども会でのボラ
ンティア活動など、幸区とのつながりについて
紹介しています。新聞折り込みの他、3月から区役所・出張所などでも配布
します。発行日など詳細はお問い合わせください。
区役所企画課☎556-6612 555-3130

幸図書館特集展示
　さいわい広報特別号の発行に合わせて「かこさとし特集コーナー」を
設置します。かこさとしさんの絵本などを多数用意しています。
期間　３月１８日～４月１９日　場所　幸図書館内
幸図書館☎541-3915 541-4747

申請に準備するもの　申請用紙、顔写真（縦4.5cm×横3.5cm）
※ウェブ申請の場合、写真は取り込んだデータで送信
※区内在住で申請用紙がない場合は、本人確認できるもの（免許証など）を
持参すると、区民課窓口にて印刷した用紙を渡します
※申請先は「地方公共団体情報システム機構」です。申請方法は、郵送の
ほかウェブ申請なども可能です。申請から１カ月程度で交付されます

臨時開設日時　4月4日㈯８時半～１２時半
取り扱い業務　市版4面参照
　３・４月は、引っ越しなどの手続きで区役所窓口が大変混雑します。
手続きの際は、時間に余裕を持ってお越しください。
※第２・４土曜は、年間を通して窓口を開設（８時半～12時半）。住民票の写し
や印鑑登録証明書などは、市内の行政サービスコーナーでも受け取れます
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

マイナンバーカードを申請しませんか
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予想最長
待ち時間

2時間程度

1時間程度

30分程度

土曜日午前
中も転出入
手続きなど
ができます

閉庁日

44
土 区民課・保険年金課の窓口を
一部業務を除き臨時に開きます

　3月17日㈫は臨時休館します。※図書
館の返却ポストは利用できます

幸市民館・幸図書館
臨時休館のお知らせ

区役所区民課☎556-6616 555-3149

知りたい！　～セキュリティ対策について～
・暗証番号を知られない限り、カードを使って情報を引き出すことはでき
ません。
・カードの受け取り、暗証番号の初期化などは原則本人に限ります。
・記載情報に変更が生じた場合、暗証番号を入力のうえ住所地の自治体
窓口で変更手続きが必要なので、容易に第三者が情報を書き換えること
はできません。
・カードを紛失した場合は、コールセンターへの電話により一時停止できま
す。（一時停止解除は、お住まいの自治体窓口に申し出る必要があります）

　区内の緑化活動団体に花苗か用土を提供します。花苗の種類は、指定
できません。
対象　�区内の公有地にある花壇を自主管理している緑化活動団体（３５団体

程度）
提供時期　５月27日～6月14日の水・金・日曜
３月３１日（必着）までに、申込書に必要事項を記入し、花壇の案内地図、

図面、写真を添えて直接か郵送で〒212-8570区役所地域振興課☎556-
6606 555-3130�［抽選］
※申込書は区役所地域振興課窓口または区ＨＰで配布中

　区役所前の花壇やプランター、大師堀公
共花壇の花を植え、育てるボランティア活
動を一緒にしませんか。体験・見学のみでも
大歓迎です。
定例活動日　�毎月第３金曜、１０時～１２時
活動場所　区役所周辺他
活動内容　花植えや水やり、花壇のレイアウト、イベントの企画・実施

直接か電話で区役所地域振興課☎556-6606 555-3130

緑化活動はじめてみませんか

さいわい広報特別号の発行
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