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幸区統計データ （令和2年9月1日現在）

17万1,282人
8万2,355世帯

2020（令和2）年
11月1日発行

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。
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多様性への理解の推進
実施：パラSCエスペランサ×地域振興課

コロナ 対 策
● 学校に出向いての体験授業から授業
内容の映像を活用した授業の実施へ

▲団体ＨＰ

　区では、地域の課題解決を目的とした事業を募集
し、審査・決定後、提案団体と協働で取り組む「提案
型協働推進事業」を実施しています。地域をよりよく
しようと取り組む、今年度の実施団体とその内容を
紹介します。

区役所企画課☎︎556-6612 555-3130

健康意識の向上
実施：国民の健康と生活を守る会×地域支援課

コロナ 対 策
● マスクの着用
● 換気の実施
● イベント時の定員制限
● アルコール消毒の実施　など

▲団体ＨＰ

　健康に関する講演やセルフケアの実践な
どを行う講座を実施します。
　鍼

はりきゅう

灸・マッサージ指圧などの統合医療の
普及によって、健康意識の向上につなげた
いです。

代表 金屋 隼斗さん

代表 神 一世子さん

夢見ヶ崎動物公園の魅力発信

コロナ 対 策
● オリジナルマスク、ハンカチ製作・配布
● イベント時の定員制限
● 換気の実施　など

実施：はたらくらす×企画課

▲団体ＨＰ

　絵本『ゆめみがさきのふしぎにゃトンネル』を活用
した紙芝居・オカリナ演奏イベントの開催や、主人
公ネコ“ブサ”のグッズを製作します。
　動物公園の魅力を幅広い世代に発信し、地域へ
の愛着を持つきっかけとなればうれしいです。

代表 石渡 裕美さん

“誰もが社会参加できる環境”の創出
実施：studio FLAT×企画課

▲団体ＨＰ

代表 大平 暁さん

コロナ対策
● マスクの着用
● 換気の実施
● アルコール消毒の
　実施　など

　地域の人と協働したアート活動のワー
クショップや、studio FLATのギャラリー
を活用したイベントを実施します。
　障害の有無にかかわらず自己実現で
きる地域づくりを目指し、SDGsへの取
り組みをアートを通じて推進します。

環境問題と防災の啓発
実施：CCさいわい×危機管理担当

代表 庄司 佳子さん

コロナ対策
● 定員の制限
● 広い会場の使用
● 講演時間の短縮　など

※一部過去の取り組みの写真を使用しています。

　ＣＰサッカー（脳性まひ者7人制サッカー）や、パラリ
ンピックの講義などをおさめた映像を制作し、学校
の授業で活用してもらいます。
　パラスポーツを通じて、障害の有無、性別、能力
など、多様性への理解につなげたいです。

シャッターに“ブサ”の絵を描いて
いいよ！という店舗などを募集し
ています。詳しくは団体HPへ。

　気象災害やマイタイムライン（避難行動計画）を作
る前のポイントなどについての講座を実施します。
　気候変動による災害や、身の回りでできる防災
について、理解を深めていただきたいです。
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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

区役所地域ケア推進課
☎556-6730 556-6659

プレパであそぼっ！
　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。 12月
8日㈫、9日㈬、13時半～16時 御
幸公園(東古市場1)。荒天中止、会
場へ直接。
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。 ❶11月17日❷11
月24日❸12月1日❹12月8日の火曜、

10時～13時。雨天中止。 ❶はさ
いわいふるさと公園（新川崎7）、鹿島
田駅前わきの空き地（鹿島田１-10-40
周辺）、❷は南加瀬けやき公園(南加
瀬4-35-4)、小向第7公園(小向西町
1-65)、❸は戸手第1公園(戸手本町
1-76-1)、小倉西公園（小倉5-17-1）、
❹はさいわいふるさと公園、小向第
7公園。※鹿島田駅前わきの空き地、
小倉西公園は今回のみの開催です。

市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習
　心肺蘇生法や自動体外式除細動器
（AED）の取り扱い方法などの講義と
実習。受講者には修了証を交付しま
す。 12月6日㈰9時～12時 幸消
防署 30人 800円 11月16日9
時から電話で。［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。

健診名 日程 受付時間 対象 内容・費用など
❶�生活習慣
病相談

12月
28日
㈪

9時半
～
10時

2人 保健師・栄養士などが個別相談。
健診データをお持ちください。

11月16日から
直接か電話
で［先着順］❷禁煙相談 2人 個別禁煙相談

※乳幼児健康診査は対象世帯に郵送でお知らせします

区役所2階 区役所地域支援課
☎556-6648 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）

曜日 開催種目 開催時期 申し込み締め切り

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　

1月18日
～ 11月27日

火 ・フラ入門・フットサル・幼児スポーツ広場　 1月5日～ 11月28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　

1月6日～ 11月29日

木 ・リズム体操�・ピラティス　 1月7日～ 11月30日

金 ・ウオーク＆ランラン
・金曜中級ランニングセミナー�・３Ｂ体操 1月8日～ 12月1日

土 ・サタデーフラ�・土曜中級ランニングセミナー 1月9日～ 12月2日

第4期スポーツ教室の案内 幸スポーツセンター
　1～3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。［抽選］

☎555-3011
５５6-0169

　　　　　　　　　で
情報発信をしています！

正月を迎える季節の寄せ植えづくり 11月は児童虐待防止推進月間です

〜誰もが幸せになるコンサート〜

　「心のバリアフリー」を
目指して、子どもから大
人まで、障害のある人も
ない人も、演奏する人も
聴く人も、誰もが楽しめ
るコンサートです。心の
こもった演奏をぜひお楽しみください。
当日会場へ直接。
日時　11月15日㈰12時～１3時半
場所　ミューザ川崎1階ガレリア
区役所地域振興課☎556-6606
555-3130

日時　�12月17日㈭12時5分～12時
35分

場所　幸市民館大会議室
出演　�Hopscoootch!（ホップスコッ

チ）
曲目　星に願いを　他　定員　60人
11月20日（消印有効）までに、往復ハガキ（1通で1人まで）に氏

名、ふりがな、住所、電話番号、車いすを利用の場合はその旨
を記入し、〒212-8570幸区役所地域振興課か区HPで。［抽選］
※介助者、子ども連れ（ひざ上鑑賞）は1通の往復ハガキまたは同
一の申し込みフォームで申し込み可。内容に不備があった場合は
申し込み無効となります
区役所地域振興課☎556-6606 555-3130

　区では、YouTubeやInstagram
を活用し、情報発信を行っていま
す。区からのお知らせや魅力など、
随時、発信していきます。チャン
ネル登録、フォロー、いいねをお
願いします！
区役所企画課

☎556-6612
555-3130

　お正月に向けて、すてきな寄せ植えを作りませんか。講義
で知識を深めた後に、寄せ植え作りを行います！
日時　12月4日㈮13時半～2時間程度
場所　区役所４階会議室　対象　区内在住・在学・在勤の３０人程度
費用　800円（持ち帰り花苗・用土類・容器込み）
11月16日(必着)までに、区役所などで配布中の申込書に氏名、ふりが

な、住所、電話番号を記入し、〒212-8570幸区役所地域振
興課か区HPで。［抽選］
区役所地域振興課☎556-6606 555-3130

　児童虐待を見かけたときや、疑わしいとき、子育てのこと
で悩んでいるときには、相談窓口にご連絡ください。匿名
でも構いません。内容や秘密は堅く守ります。虐待を早く発
見し、子どもや親に援助の手を差し伸べることが大切です。

■子どもの気になる様子
・いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
・不自然な傷や打撲のあとがある
・衣類や体がいつも汚れている
■保護者の気になる様子
・地域などと交流が少なく孤立している
・小さい子どもを家においたまま外出している
・子どもの養育に関して拒否的、無関心である

児童相談所全国共通ダイヤル�☎189（いちはやく）
※お近くの児童相談所につながります
市児童虐待防止センター� 0120-874-124
区役所地域みまもり支援センター地域支援課
☎556-6729、556-6693

こんなときはご連絡を

相談窓口

〜誰もが幸せになるコンサート〜

YouTube

幸区高校生アンケートを実施しました
　区では、若い世代の意見を取り入れた施策を展開するため、「幸区区民
アンケート」の対象外である高校生（区内在学）を対象とした「幸
区高校生アンケート」を実施しました。アンケートの結果は区
役所で閲覧できる他、区HPで公開しています。
区役所企画課☎556-6612 555-3130 区HP

区HP

Instagram

Instagram

誰に相談したら
いいのかな…

　　　保育園の紹介動画を配信しています！

　自宅でも保育園の概要や状況を知ることができるように、区内の川崎
認定保育園の紹介映像を作成しました。区HP
や区YouTubeチャンネルで随時配
信していきます。
区役所児童家庭課

☎556-6731 555-1336 紹介動画▲区HP

ノブタク
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