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は区の情報を中心に掲載しています。

6

幸区統計データ（令和4年 5月1日時点）

17万 1,361人 2022（令和4）年
8万 1,226世帯 6月1日発行

地域活動団体×幸区役所

協働でより住み良いまちへ
区では、地域のさまざまな課題について、活動する団体から事業提案を受けて解決に向けて取り組む
「幸区提案型協働推進事業」
を実施しています。

今年度は5団体の提案が採択されました。 それぞれの事業について紹介します。

災害から
自分と家族を
守ろう！

防災講座の実施・
災害ごみ手引書の作成
［CCさいわい］

日吉と区役所周辺の２地

区役所企画課☎044-556-6612

幸区オリジナル盆踊りの周知

幸区
オリジナルの
盆踊りを覚えて
踊ろう！

［NPO法人

幸区盛り上げ隊］

３年度に作成した幸区オ

区において、
「気候変動と災

リジナル盆踊り
「幸わいわい

害」
「マイタイムラインについ

団体HP

て」
というテーマのもと、 防

親子で
ゲームとの
付き合い方を
学ぼう！

044-555-3130

区YouTube
チャンネル

音頭」
。今年は、ＣＤを配布
し、出張ワークショップを開

災講座を実施します。また、

催することで区民の皆さん

災害ごみに関するリーフレッ

に広めていきます。家族・友

トを 作 成し、 配 布します。

人と一緒に振り付けを覚え

温暖化の影響と防災につい

て、みんなでわいわい楽し

ての知識を学び、 災害から

く踊りませんか。振り付けは、

身を守る工夫をしてみませ

区YouTubeチャンネルから

んか。

チェックしてみてください。

ゲームとの付き合い方講座
の開催
［株式会社ＸＥＮＯＺ
（ＳＣＡＲＺ）
］

新川崎ふれあい公園内
「体験の森」の周知

自然に触れて
環境意識を
高めよう！

［幸まちづくり研究会］

ゲームとの向き合い方

新川崎ふれあい公園内

やコミュニケーションの大

にある
「体験の森」
では、市

団体HP▶

切さを学んでもらうため、

民が植えた苗木が成長し、

親子を対象に、講演会、

自然を体験する場として活

プロのeスポーツ選手に

用を図っています。この森

よるトークショー、ゲーム

を皆さんに知ってもらうた

の 体 験 会を

め、自然観察会を開催しま

行います。

す。この機会に森の中の植
物や生き物に触れてみませ
んか。

団体HP

本物の
お仕事体験！

子どもたちによる本気の
お仕事体験
［エリアマネジメント組織

鹿島田デイズ］

障害のある人のアート活動など
を通じたパラムーブメントの推進

３年度
実施事業団体
の声

［NPO法人 studio FLAT］

地域のお店・団体での小学

障害のある方もない方もとも

生の職業体験です。
団体HP▶

実際の商品等を提供すること
で、 働く楽しさ、 やりが い、
苦労を体感するとともに、 幸

に暮らし続けることができる共
団体HP

区YouTube
チャンネル

生社会の実現に向けて、保育園
と連携したワークショップを実施
したほか、 障害のある方の想い

区への愛着を体験者や働く姿

や活動を表現したプロモーション

を見た地域の方にも感じても

ムービーを９種類作成しました。

らう企画です。

区YouTubeチャンネルに掲載し

ちょっと背伸びをして本気の
お仕事体験してみませんか。

各講座やイベントの詳細については、団体 HPをご確認ください。

ていますので、 ぜひご覧くださ
い。

編集：幸区役所企画課
（☎044-556-6612

044-555-3130）
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第26回参議院議員通常選挙の期日前投票のご案内
仕事などで選挙当日に投票所へ行けない人は、期日前投票所
（区役
所・日吉出張所）
をご利用ください。
区選挙管理委員会☎０４４-556-6604 ０４４-555-3130

期間

公示日翌日～投票日前日

投票できる
時間

8時半～20時

※詳細は選挙時に送付する案内で。
〜選挙公報の配布について〜
選挙公報は、昨年の選挙に引き続き町内会・自治会からの
配布ではなく、事業者による全戸への配布を行います。

さいわいハナミズキコンサート
運営委員大募集！

おでかけ“ぽかぽか”
出張青空子育て広場

区民の方々に演奏を聴き音楽に親しんでいただくことを目的として、５

乳幼児と保護者が遊びながら

年２月４日㈯にミューザ川崎シンフォニーホールでコンサートを実施しま

交流できる場です。

す。 ついては、コンサートの企画・運営、広報物の作成などを行う運営

日時

❶６月２１日❷28日❸７月

委員を募集します。

１２日の 火 曜、10時 ～13

対象・定員

時。雨天中止

6月～5年３月に区役所会議室で平日日中に開催予定の会議
場所

全６回程度に出席できる５人程度
６月15日までに申込書を直接か郵送で、〒212-8570区役所地域
振興課☎044-556-6606

❶ は 小 倉 西 公 園
（小 倉

5-17-1）
❷❸はさいわいふ

るさと公園
（新川崎7）
、戸手第1公園(戸手本町1-76-1)

044-555-3130［選考］

※申込書は区役所で配布中。区HPからもダウンロードできます。

区役所地域ケア推進課☎044-556-6730

緑化活動団体へ花苗を提供

認知症介護者教室

区内の緑化推進に取り組んでいる団体に花苗を提

認知症の理解、家族の関わり方など、認知症介護に役立つ講演会を

供します。花苗の種類は区で指定します。
対象・定員

行います。

区 内の公有地または公共的空間にある
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

044-556-6659

講師

長谷川洋医師
（長谷川診療所）

日時

6月30日㈭10時～11時半

対象・定員 認 知症の人を介護している家族、 認知症に関心がある人

10月26日～１１月12日の原則水・金・土曜

６月30日
（消印有効）
までに、申込書、花壇の所在図、見取り図、
花壇の写真、花壇の管理の根拠が確認できるもの
（協定書のコピーなど）
を直接か郵送で〒２１２-８５７０区役所地域振興課☎０４４-556-6606
044-555-3130［抽選］
※申込書は区役所で配布中。区ホームページからもダウンロードできます。

幸スポーツセンター
6月の無料体験教室
幸スポーツセンターでは、働いている人や子育て世代を中心に、多
世代が気軽に運動やスポーツに親しめるよう、さまざまなスポーツの無
料体験教室を実施します。

10人
場所

区役所3階相談室
6月15日から直接か電話で区役所地域支援課☎０４４-556-6648

０４４-５５５-1336［先着順］

幸区内の「かわさきSDGsパートナー」
を紹介！ Vol.11
幸区内の
「かわさきSDGsパートナー」
を紹
介する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 044555-3130

市川工業株式会社のSDGｓに関する取り組み
外国人及び高齢者を積極的に雇用し、それぞれの社会との繋がり

定員

づくりに寄与しています。 特に、外国人については、日本文化に馴

7組
（14人）

染めるように従業員でサポートしながら、コミュニケーションの形成に

親子フラ

6月25日㈯
9時45分〜10時半

7組
（14人）

の保護等にも積極的に取り組んでおります。

バランスボール
エクササイズ

6月23日㈭
9時半〜10時半

10人

器械体操
（幼児・低学年）

6月23日㈭
年中・年長 16時〜16時50分
小学1〜3年生 17時5分〜18時5分

各7人

教室名

日時
6月21日㈫
10時〜11時

親子でバレエ

上記の教室に加え、キッズバランスボール
（毎週火曜、16時半〜17
時半）
とシニア健康体操
（毎週金曜、9時50分〜10時50分、11時〜12
時）
が7月から定期教室となります。
6月15日から直接か電話で幸スポーツセンター☎044-555-3011
044-556-0169［先着順］
※詳細はお問い合わせください。

努めています。他にも、従業員の能力開発、省エネ活動、知的財産

市川工業株式会社
三角おにぎり発祥の地である川崎で、
日本で最初の自動おにぎり成型機を製作
しました。 今年で創業６６年を迎えます
が、今では、国内外で販売されている
おにぎり製造機などを製作しています。
長く安心して使用できるよう、１台１台を
熟練スタッフが手間をかけ、品質にこだ
わって製作しているため、 頑丈で、 故
障や不具合が出にくいと好評を得ていま
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。

