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幸区統計データ （令和3年10月1日時点）

17万873人
8万310世帯

2021（令和3）年
11月1日発行1111

編集：幸区役所企画課（☎044-556-6612 044-555-3130）本紙面の背景はstudio FLAT所属の阿部堅太さんが描いた作品です。©studioFLAT

　社会にはさまざまな種類のバリア（障壁）に困っている人がいます。地域の中で誰もがいきいきと暮らすためには、障害の有無に関係な
く、お互いのことを理解・尊重しながら支え合う「心のバリアフリー」を進める必要があります。芸術・スポーツ・就労などさまざまな分野で
共に生きる社会づくりに向けて活動している地域の団体や取り組みを紹介します。 区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

それぞれの 個性が光る まちづくり

幸区パラリンピック採火式

　東京パラリンピック2020大会の聖火の種火を採る「幸区パラリンピック
採火式」を8月に実施しました。区在住の田島支援学校の生徒と慶應義塾
大学（新川崎タウンキャンパス　ハプティクス研究センター）に協力いただ
き種火を起こし、studioFLAT所属アーティストの山内さんが代表として
幸区の火を採りました。

　コロナ禍でも、多くの区民に関わっていた
だくため、みんなの「幸せ」が書かれた短冊
で彩られたパネルをつくり、パネルの前で思
いを込めた火を採りました。

イベント
Colorsかわさき展

約2万人の「幸せ」の思いがつながったパネル

10月から地区担当制を導入しました　詳細は区版２面で

障害の有無にとらわれず、
作品の魅力をダイレクトに感
じでもらう展覧会

「かわさきパラムーブメント」の機運を高めるイベント

アート

障害者相談支援センター

普段の生活の困りごとから、
医療や就労などさまざまな相
談ができる障害者の支援機関

生活
支援

地域相談支援センター りぼん
小林さん

　新しい技術の研究を通じ
て、さまざまな社会問題の
解決を目指しています。

　聖火になる火を起こす
という貴重な経験ができ
てとても良かったです。
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障害のある人が地域で身近にスポーツに
親しめる個人利用の開放日

障害者スポーツデースポーツ

　どんなスポーツができる
か相談に応じますので気軽
にお越しください！

お互いを理解し尊重し合う「心のバリアフリー」
を目指し、誰もが気軽に楽しめるコンサート

studio FLAT

今年は１1月12日㈮から開催！
区を拠点に活動するstudio FLATの作品も出展
※詳細は市版10面で

　幸区内にある生活介護事業所。
アート活動を通じて、障害のある人
が経済的な自立や地域の人々との交
流ができるよう支援を行っています。

山内さんの作品
ⓒstudioFLAT

はぴ★こん ～誰もが幸せになるコンサート～
音楽

就労機会の創出

市や区における障害者雇用の
拡大や活躍の促進に向けた取
り組み

就労

11月13日㈯にミューザ川崎
1階ガレリア広場で開催！

※詳細は区HPで

左のイラスト（紙面上部の帯
部分にも掲載）は区に勤務す
る職員が描いたものです

毎週火曜9時～12時
幸スポーツセンターで開催！

所属アーティスト
山内さん

　絵を描いている時は楽しくて、絵が完成
した時はとてもうれしいです。たくさんの
人に自分の絵を見てもらってありがとう。

　当たり前だったライブが貴重に
なっているいまだからこそ、皆さ
んに聞いてもらえるありがたさを
かみ締めながら演奏します。

ゲスト出演者サファリパークDuo

　センターは話しやすくて安全な場所だと感じても
らい、自分らしい暮らしができるようにそれぞれの
思いを尊重しながら相談支援を行っています。

採火式の映像や
パネルの写真を
公開中！

区HP
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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。

　市ではSDGsの達成に向けて取り組んでいる企業・
団体を「かわさきSDGsパートナー」として募集してお
り、本紙面では区内のパートナー企業・団体の紹介コ
ラムを連載しています。SDGsの達成に向けて力を合わせて取り組みましょう。

区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

NPO法人studio FLAT
　北加瀬にあるコトニアガーデン新川崎内に拠点を構え、障害のある人たちの
アート制作活動を主とした生活介護事業所です。15人のアーティストが所属し
ており、一人一人の個性が光る作品制作に取り組みながら、生活面・経済面で
の自立支援を行っています。

幸区内の「かわさきSDGsパートナー」を紹介！ Vol.5

NPO法人studio FLATのSDGsに関する取り組み
　studio FLATは、市のSDGsパートナーのほか、神
奈川県のパートナー制度に登録しており、アーティスト
の経済的自立支援や、地域活動と連携した作品展示、
端材を利用した作品制作などに取り組むことでSDGsの
推進を目指しています。最近では、川崎フロンターレ
と連携して、広報物として使用したフラッグの生地を再
利用することで新たな応援グッズや商品の制作に取り組んでいます。

幸スポーツセンター
1月～3月期　定期教室案内

※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☎044-555-3011 044-556-0169

上記教室以外にも、親子体操など幅広い年齢層の人へ向けた教室が多数あります。

健診名 日程 対象 場所 受付時間 内容など 申し込み・問い合わせ
生活習慣病
相談

12月
27日
㈪

5人 区役所
2階

相談室

9時半
～

10時

保健師・栄養士など
による個別相談。健
診データ持参

11月15日から
直接か電話で
［先着順］禁煙相談 2人 個別禁煙相談

区役所地域支援課
☎044-556-6648 044-555-1336健康相談案内地域みまもり支援センター

（福祉事務所・保健所支所）

区のお知らせ
申し込み方法は市版6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
☎044-556-6730 044-556-6659

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。 ❶11月16日㈫❷
11月30日㈫❸12月14日㈫、いずれ
も10時～13時、雨天中止 ❶小向
第7公園(小向西町1-65)、南加瀬け
やき公園(南加瀬4-35-4）❷❸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）。

区役所地域支援課
☎044-556-6729 044-555-1336

健康づくり普及啓発事業
「40歳代の子育て世代へ
ママのからだにも目を向けよう！」

　子育て中のお母さん向けの健康づ
くりに関する講座です。ヨガなどの
体操指導や、日々の健康、特定健
診・がん検診について保健師などによ
る講話を行います。 12月6日㈪10
時～11時半 区役所3階ホール 区
内在住、生後4カ月～1歳4カ月の第
１子を持つ40歳以上の母親と子ども
7組 11月15日9時から直接、電話、
ＦＡＸで。［先着順］

日時　 12月16日㈭１２時５分～１２時４５分
場所　日吉合同庁舎第２・３会議室
出演・演奏　 R

ラ ポ ー ル

apport D
デ ュ オ

uo（フルート、ビオラ）
定員　40人

11月２０日（消印有効）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
旨を記入し、往復ハガキ（１人1通まで）で〒212-
8570幸区役所地域振興課夢こんさぁと係☎044-
556-6606 044-555-3130 ［区内在住者優先の上抽選］。※車いすな
どの介助者、子ども連れ（ひざ上鑑賞）は1通の往復ハガキで申し込み可

教室名 曜日・時間 対象
のびのびストレッチ ㈪9:15-10:15 18歳以上

パワーヨガ ㈪9:30-10:30 18歳以上
シニアヨガ ㈪10:45-11:45 70歳以上

姿勢調律ピラティス ㈪12:00-13:00 20歳以上
ストレッチ＆ジャズ ㈪10:15-11:45 20歳以上

フラダンス ㈪・㈫・㈯10:45-12:00 16歳以上
やさしい健康体操 ㈬10:45-12:00 30歳以上

リズム体操 ㈭13:00-14:30 40歳以上
ウォーク＆ラン・ラン入門 ㈮9:15-10:30 16歳以上

中級ランニングセミナー ㈮10:30-12:00
㈯13:45-15:30 16歳以上

マットコアエクササイズ ㈪19：30-20：45 16歳以上
バスケットボール（当日参加教室） ㈪19：30-20：45 中学生以上

障害者相談支援センターが
地区担当制になりました！

まちのおと（さいわいソーシャルデザインセンター）主催
まちづくり応援フォーラム

「地域活動の魅力や課題解決を一緒に応援しよう」

　１０月から地区担当制を導入しました。相談窓口が明確になるほか、
地区内の関係機関とのネットワークをつくることで、より総合的な支援に
向けて体制を整備していきます。どんなことでも、まずは気軽に相談し
てください。 区役所高齢・障害課☎044-556-6654（障害者支援係）
☎044-556-6695（精神保健係） 044-555-3192（共通）

※上記のほか、基幹相談支援センター（川崎市南部）が地域の各相談支
援機関への後方支援や広域的な調整などを担います。

　「まちのおと（さいわいソーシャルデザイン
センター）」で、まちづくりに関する活動をし
ている人や活動に興味のある人たちが交流
することを目的としたフォーラムを開催しま
す。実際に地域で活動している人たちをゲ
ストに迎え、活動の始め方や現在の課題な
どについて意見交換をします。
日時　11月23日㈷10時～12時
場所　まちのおと（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　オンライン30人

10月20日から電話かHPで、まちのおと（新川崎タウ
ンカフェ内）☎ 044-555-0233（火～金：10時～17時、土：10時～12時）

区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

センター名 所在地・連絡先 担当地区（50音順）

ラルゴ
中原区上平間1564-12
☎044-540-0911

044-540-0912

小倉（1-1以外）、鹿島田、北加
瀬、下平間、新塚越、古川町、
南加瀬、矢上

りぼん

幸区塚越3-427
塚越ハイツ1階
☎044-589-7933

044-541-8161

遠藤町、大宮町、小倉1-1、紺
屋町、幸町、新小倉、新川崎、
神明町、塚越、戸手本町、中幸
町、東小倉、堀川町、南幸町、
都町、柳町

あんさんぶる
幸区小向西町4-61-101
☎044-223-8290

044-223-8432

河原町、小向、小向町、小向東
芝町、小向仲野町、小向西町、
戸手、東古市場、古市場

まちのおと
HP
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