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幸区統計データ（令和2年 9月1日時点）

17万1,282人
8万2,355世帯

（令和3）年
2021

1月1日発行

南部市場に

いらっしゃい！
いちば

幸区に“市場”があることを知っていますか？ 南部市場
（川崎市地方卸売
市場南部市場）
では、事業者だけでなく、一般の人でも水産棟と関連棟
で買い物ができます。今月号は、市場で働く
「いちばちゃん」
が案内します。
南部市場☎︎223-7140

223-7142

水産棟

関連棟

関連棟には、肉や野菜、酒などの食品類や、調理道具、業務用調味

が豊富に並んでいます。 多くの種類を扱う店舗や1つの魚に特化した店舗

料など、さまざまな専門店があります。お店によっては特売日やサービス

も。 時季によっては、普段スーパーなどでは見かけない魚も市場価格で

デーを開催しているところもあるので要チェックです。

市場で
一通りの食
材
が
そろえられます
！

水産棟には、上質なマグロから、サケ、アジ、イカ、エビなどの鮮魚

購入できます。

切り身でも
販売しています！

削りたての
かつお節

脂の乗った本マグロ

市場マップ

市場には食堂も！
市場内に複数並ぶ食堂の中には、市
屋などがあります。 市場に立ち寄った

水産棟

西門
←

尻手駅

場から仕入れた新鮮な魚を使った定食

関連棟

食堂

際には、 食堂でランチをしてみてはい
かがですか。

←横浜

東京→

正門

営業日時

月曜～土曜／6時～12時ごろ

いちばちゃん

市場というとプロの人しか買い物ができないと思われる人も
多いですが、一般の人でも気軽に買い物をすることができます。
運が良ければ、普段なかなか目にすることのできない珍しい魚
などを買うことができるのは、市場ならではです！ ぜひ一度
市場に足を運んでみてください！

（食堂は14時ごろまで）
※日曜・祝日休業、水曜不定休
※水産棟、関連棟、食堂は年明けは1月5日から営業
※店舗によっては10時半ごろに閉店する場合があります
※食堂についての詳細は各店舗にお問い合わせください

アクセス

JR尻手駅から徒歩約5分
※駐車場あり（数に限りあり）

HP

Twitter

※写真の値段は取材時のものです
ⒸFujiko-Pro

市場内のお店で「川崎じもと応援券」が使用できます。
（事業者の仕入れなどは対象外）
※「川崎じもと応援券」の販売は終了しています

編集：幸区役所企画課
（☎556-6612

555-3130）

ここからさいわい区版です

2021（令和3）年

梅の接ぎ木で故郷へ
～令和2年度御幸公園観梅会～
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令和3年度うめかおる写真展作品募集
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

かつて洪水や老木化などに

品は、4～5月に区役所・日吉出張所で展示予定。なお、優秀作

よって多くの梅の木が小向地区

品は表彰します。区内で撮影された作品が区長賞に選ばれた場

から横浜の三渓園に移植されま

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。

したが、このたび、100年以上

作品規定 ❶
 カラーまたは白黒
（現像したもの）
❷2L版
（127mm

の時を経て、
「接ぎ木」技術によ

×178mm）
からA4版まで
（額装は不要）

る里帰りに挑戦します。梅の接ぎ木と畑への植

令和2年度区長賞
「早春の香り」髙橋静子さん撮影

募集期間 1月18日～2月26日
（必着）

樹に協力していただける人を募集します。詳細

応募用紙に記入し、 写真の裏面に用紙を貼り付け、 直接または郵送で

は区HPで。

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

日時 2月23日㈷10時半～ 場所 御幸公園 定員 20人

555-3130。
［選考］

※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

2月10日までに直接、電話、区HPで区役所道路公園
センター整備課☎544-5500

1月1日号

振興課で配布中

556-1650。
［抽選］

さいわいソーシャルデザインセンター
「まちのおと」
を開設します！

小児科医の僕が伝えたい 最高の子育て
〜こどものチカラを信じましょう〜
コロナ禍の中で、これまでと違う環境に大人も子ど

区とイータウンでは、１月12日(火)から鹿島田駅前の新川崎タウンカ

もも戸惑いを感じています。もう一度、自分の子育

フェ内に、人や団体・企業、資源・活動をつなぐためのコーディネートやプ

てとわが子を改めて見つめなおしてみませんか。

ロデュース、人材育成などを行う新たな場所として
「まちのおと」
を開設し、

日時 2月26日㈮10時～12時

地域の活動団体からさまざまな相談を受け付けます。

場所 ミューザ川崎シンフォニーホール研修室1、2、3

窓口開設時間 火～金曜10時～17時、土曜10時～12時

講師 高橋 孝雄氏
（慶應義塾大学医学部小児科教授）

場所 新川崎タウンカフェ内(鹿島田1-1-5パークタワー新川崎102）

定員 80人
（来場で30人、オンラインで50人）

まちのおと☎

555-0233

まちのおとHP

1月20日9時から直接か申込書
（チラシ）
をFAX、区HPで
区役所地域ケア推進課☎556-6730

556-6659。
［先着順］

文化講演会
幸区から世界へ羽ばたいたピアニスト小川典子さ
んの初の里帰り公演です。

幸区子育て情報誌編集会議委員を募集します！

日時 2月27日㈯14時
（開場13時） 定員 500人

子育てグループや関係団体と一緒に、子育て情

場所 幸市民館大ホール 出演 小川典子

報誌
「おこさまっぷさいわい」
に掲載する内容の検討

1月29日
（消印有効）
までに、往復ハガキ
（1通で

や取材、構成を話し合う委員を募集します。6月か

1人まで）
に、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記

ら約２年間
（予定）
、１～２カ月に１回程度の会議
（保

入し、〒212-0023幸区戸手本町1-11-2 幸市民館内

育あり）
と関係機関への取材などを行います。区内

「幸区文化協会」
☎541-3910

在住の３人程度。お気軽にお申し込みください。

555-8224。
［抽選］

1月29日(必 着)までに氏 名、 住 所、 電 話 番
号、年齢、志望動機を記入し
（書式自由）
、郵送、
FAX、 区HPで〒212-8570区 役 所 地 域ケア推 進 担 当 ☎556-6730

日時 2月18日㈭12時５分～12時35分

556-6659。
［選考］

場所 日吉合同庁舎第2・3会議室
定員 30人(応募者多数の場合、区内在住者優先)

区役所地域ケア推進課

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戸手本町1-11-1
☎556-6606 555-3130

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

☎556-6730

556-6659

1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・車いすなどを利用する場合はその旨

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育
て広場

を記入し、郵送か区HPで〒212-8570幸区戸手本町1-11-1幸区役所地

乳幼児と保護者が遊びながら交流で

※車いすなどの介助者、子ども連れ
（ひざ上鑑賞）
は1通の往復ハガキ、

きる場です。

❶1月19日❷26日❸2

月9日の火曜、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戸手
第1公園(戸手本町1-76-1)、❸さいわい
ふるさと公園
（新川崎7）
、小向第7公園。

☎541-3910

域振興課夢こんさぁと係☎556-6606

555-8224

アイヌの人々の歴史と文化を学ぶ
連続講座

間中の１区分のみ。内容によっては展

アイヌの人々の歴史とその伝統文化
❶2

示をお断りする場合があります。詳細

への理解を深めてみませんか。

はお問い合わせください。 １月29日

月14日㈰…アイヌの人々の歴史と世界

（必着）
までに利用申請書を直接か郵

観❷2月20日㈯…アイヌ文様の刺しゅう

送で。
［抽選］
。 ※申請書は区ＨＰから

体験
（コースター作り）
と文様の意味❸2
月28日㈰…ユーカラ
（口承文学）
とアイヌ
の言語❹3月4日㈭…アイヌの古式舞踊

555-3130。
［抽選］

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
（鑑賞）
とその歴史、いずれも13時半～

などで、子どもを家庭で保育できない

❶日吉分館❷～❹幸市民館

場合に一時的に代わって保育する制度

15時半
各20人

❷のみ材料費500円 1月

15日10時から直接か電話で。
［先着順］

幸市民館

期
（16～末日）
。 ※申請できるのは期

ダウンロードまたは窓口で配布中。

出演 レオナルド・ブラーボ(ギター )

こども未来局保育第1課
☎200-2662

200-3933

です。

2月13日㈯10時～

風保育園(戸手2-12-10)

かわの
2月10日

までに電話でかわの風保育園☎5428133

542-8134。
［事前申込制］

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
区役所2階 区役所地域支援課
健診案内 ☎556-6648
555-1336

地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

健診名
日程 受付時間 対象
内容・費用など
申し込み
保健師・栄養士が個別相談。健 1月18日から
❶生活習慣 2月 9時半
5人
病相談
診データをお持ちください。 直接か電話で
22日
～
㈪
10時 2人 個別禁煙相談
［先着順］
❷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

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。

