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特集

平成 31 年 2 月にリニューアルオー
プンした川崎市動物愛護センター。

「動物を通じて、誰もが集い、憩い、
学べる交流施設」がコンセプトです。
少人数であれば、予約なしで見学す
ることができます。

ペットを飼う前に…
「動物に癒されたいな…」など様々な想いから、多くの人がペット

を飼うことを考えたことがあるでしょう。しかし、実際に飼う前
には想像力を働かせることが必要です。

★人も動物も年をとります。15 年先もお世話できるかな？
★もし自分が病気になって飼えなくなったら、誰に飼っ

てもらう？

以前は、毎月譲渡会が行われていたこともあり、毎月 2000 人もの
方が来館していました。しかし、現在は新型コロナウイルス感染症
の流行に伴い休止しています。それでも皆さんに動物たちのことに
ついてもっと譲渡会を知ってもらいたい！という想いから twitter
＆ facebook で情報発信しています。

川崎市動物愛護センター  ANIMAMALL かわさきお問合せ

電話 ０４４−５８９−７１３７

FAX  ０４４−５８９−７１３８

〒 211-0013  川崎市中原区上平間 1700 番地 8
開館時間：日〜木曜日　午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
休館日　：金・土曜日・祝日（日曜日は開館）・12/29 〜 1/3

““AA
ア ニ マ モ ー ルア ニ マ モ ー ル

NIMAMALLNIMAMALL かわさき”ってかわさき”って
どんなところ？どんなところ？

去年一年間でどのくらいの
動物たちが保護された？

★保護された動物は元の飼い主に返還ま
たは新しい飼い主に譲渡されます。猫
の場合、87％が譲渡されました。

犬…53匹
迷子の犬、飼い主の都合など

猫…429匹
負傷した野良猫、子猫など

twitter

facebook

犬・猫の犬・猫の
ボディーラ

ンゲージを
ボディーラ

ンゲージを

学ぶことが
できる！

学ぶことが
できる！

猫の行動
を

猫の行動
を

観察できる
！

観察できる
！

あたしが先あたしが先
だからね！だからね！

ここから出れるここから出れる
気がする気がする

S N S

僕は耳が僕は耳が
チャームポイント♪チャームポイント♪ こんな性格こんな性格

の動物たちがの動物たちが
いるよ！いるよ！

動物と暮らす上での動物と暮らす上での
お役立ち情報もお役立ち情報も
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子育て頑張っているのにうまくいかない、子どもと過ごせる時間
が少ないけれど大丈夫かななど、子育てについて少し不安になる
ことはありませんか？　今回、「気持ちが楽になる子育て ～遺伝の
チカラと環境のチカラ～」をテーマに幸区役所 YouTube チャンネ
ルで１１月下旬に配信予定です。ぜひご視聴ください。

医師が中心となり新型
コロナウイルス感染症
や新型コロナウイルス
ワクチンに関する正確
な情報を発信するプロ
ジェクトです。イラスト
や動画などで分かりや
すく解説されています。

■川崎市の相談窓口
副反応のこと 新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンター（24 時間・土日祝日含む） 電話 ０４４ー２００－０７３０
接種予約のこと ワクチン接種予約コールセンター（午前 8 時 30 分～午後 6 時・土日祝日含む） 電話 ０１２０－６５４－４７８

□ お問合せ：地域支援課　　電話０４４ー５５６−６６９３　FAX ０４４ー５５５−１３３６

児童虐待防止推進月間啓発講演会

気持ちが楽になる子育て気持ちが楽になる子育て
～ 遺伝のチカラと環境のチカラ ～～ 遺伝のチカラと環境のチカラ ～

子育て支援

講師：高橋　孝雄（たかはし　たかお）先生
　　　（慶應義塾大学医学部小児科学教室主任教授）

1982 年慶応義塾大学医学部卒。
小 児 科 を 専 門 に 選 び、 小 児 神 経 学
を学ぶために 1988 年に渡米。マサ
チューセッツ総合病院小児神経科、
ハーバード大学医学部などの勤務を
経 て、1994 年 に 帰 国。2002 年 に 慶
應義塾大学医学部小児科教授に就任。
副病院長、医学部長補佐、医学部長
を歴任、12 年にわたり感染対策、医

療安全、研究倫理などの危機管理に携わった。
学外では、小児科学会会長、小児神経学会理事長、国際小児
神経学会理事などを歴任した。

【主要著書】
●小児科のぼくが伝えたい最高の子育て

（マガジンハウス）
●小児科のぼくが伝えたい子育ての悩み
解決法　子どものチカラを信じましょう

（マガジンハウス）

11 月に
幸区役所

YouTube チャンネル
にて配信予定 !!

こびナビこびナビ

子どもが愛おしくなり、
そして「いつも怒ってしまって
ごめんね」という気持ちになり

泣いてしまいました。

高橋先生講座
（他課主催）に
参加した方の

感想

詳しくは
こちらから

怪しい噂怪しい噂
も解決！も解決！ ワクチン

接種体験
記



面倒で忘れがちな予防接種もカンタンに管理できる！

受け忘れ防止のお知らせ機能

接種予定日が近づくと
事前にプッシュ通知でお知らせ！
忙しい毎日でも予定日を忘れず安心です。

最適な接種日を自動表示

出生日と接種状況に応じて、
最適なスケジュールをお知らせします！

お子さまの急な発熱などでの突然の
予定変更にも対応できます。 かわさき子育てアプリ

お子さまの成長を簡単に記録！
妊娠中の体重グラフ
・身体発育曲線

妊娠中のお母さんの体重や
お子さまの身長・体重を
入力すると自動でグラフ化！
ひと目で成長がわかります。

不安だらけの子育ても

地域の育児情報があると安心！

地域のお知らせが届く

お住まいの地域のイベントや、育児・生活
情報が届きます。

『イベント情報』『補助金や子育て支援制度』
『子育てアドバイス』『災害時の緊急情報』など

お知らせの例

※本サービスはGoogle社のウェブサイト翻訳ツールを使用しています。
　Google翻訳サービスをご利用の際には、Googleの利用規約をご確認
　ください。

アプリストアからダウンロードして、カンタン登録！

This service supports 12 languages including English, 
Chinese, Spanish, etc.かわさき子育てアプリ 検索

かわさき子育てアプリで検索！ 外国語でのご利用も可能！英語・中国語・スペイン語
などの12言語に対応しています。

予防接種も！　成長記録も！　街の育児情報も！

地域とつながる、安心の子育てアプリです

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 Google Play および 
Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

子どもの発達が
気になる…

子どもに
怒ってばかり…

子育ての
相談って
どこで
できるの？
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無料

体罰等はよくないと分かっていても、子育て中にはそれが難しいと感じてしまうこともありますよね。
しかし体罰などが繰り返されると、子どもの心身の成長や発達に、様々な悪影響が生じることが、科
学的にも明らかになっています。ひとりで頑張りすぎず、気軽に相談してください。

しつけとは、子どもの人格や
才能などを伸ばし、自立した
社会生活を送れるようにサ
ポートしていくことです。
そのためには、体罰ではなく、
どうすればよいのかを言葉や
見本で示すなど、本人が理解
できる方法で伝える必要があ
ります。

親子関係や家族の悩み
LINE相談できます！

こども子育て相談
電話 ０４４−５５６−６６９３

相談受付時間：月曜日～土曜日  ９時～ 21 時
　　　　　　　（年末年始を除く）

子どもへの虐待（虐待の疑い）に関する相談・通告は匿名でもかまいません。

オレンジリボンには
児童虐待を防止するという

メッセージが込められてます。

子育て支援

■会　場 幸区役所３階相談室
■申込・
　問合せ

電話、FAX、窓口にて
幸区役所地域支援課
電話 ０４４－５５６－６７２９
FAX  ０４４－５５５－１３３６

体罰等によらない体罰等によらない
　子育てを広げよう！　子育てを広げよう！

児童虐待防止推進月間児童虐待防止推進月間

専門の相談員が相談を
お受けします

秘密は必ず
守ります！

24 時間対応

友だち登録してね！

電話 １
い ち

８
は や

９
く

電話 0120 -８
は な し

７４- １
いつでも24じかん

２４

幸区役所　地域みまもり支援センター
地域支援課

相談受付時間：平日８時３０分～１７時

児童相談所全国共通ダイヤル児童虐待に関する相談・通告は
川崎市児童虐待防止センターまで

24 時間、土日・祝日も受け付けています！
※お近くの児童相談所につながります。

しつけと体罰は
どう違うの？

子どもでも相談できるよ！子どもでも相談できるよ！
秘密は必ず
守ります！
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地域とつながる、安心の子育てアプリです
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『かわさき子育てアプリ』は川崎市が提供する、安心してお使いいただける子育てアプリです。子育
てに役立つ機能が満載！ぜひ、ご利用ください。

□ お問合せ：地域支援課　　電話０４４−５５６−６７２９　FAX ０４４−５５５−１３３６
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ボランティア講座

全国で登下校中に子どもが交通事故や犯罪に遭うケースが多くみられます。一方で、見守り活動などの防犯ボラン
ティアを活動している方は減少しています。一人一人ができる範囲で子供たちや地域へ目を向け、小さな取組を積
み重ねることによって、こどもたちの安全を守る環境、そして地域の活性化にもつながります。見守り活動の手引
きとして使っていただきたいのが「やってみよう！登下校見守り活動ハンドブック」です。
これから登下校時の見守り活動を始めようとする方や、既に活動を行っている方はもちろん、保護者の方や地域住
民の方など見守り活動に関わる全ての方々に手に取っていただきたいです。

・施設内の喚起
・備品の消毒

・ソーシャルディスタンスの確保
・参加者の健康状態の確認

在宅勤務の方必見！！！
地域と関わるきっかけに やってみよう！ 見守り活動やってみよう！ 見守り活動

見てもら
う

ことを意
識

する！？

活動を
持続させ

る

ためには
？

□ お問合せ：危機管理担当　　電話０４４ー５５６−６６０５　FAX ０４４ー５５５−３１３０

□ お問合せ：地域支援課　　電話０４４−５５６−６７２９　FAX ０４４−５５５−１３３６

区役所事業や地域の活動で、参加している親子の方をサポートしてくださるボランティアを募集します。
主な活動は、平日、区役所の乳幼児健診などの事業でのサポートや保育の補助です。

すくすく子育てボランティア養成講座すくすく子育てボランティア養成講座
開催日時 場所

１日目 11月5日（金）　 午前10時～11時 幸区役所 3 階 ホール

２日目 11月17日（水）　 午前10時～11時
午後  体験実習あり（希望者） 幸区役所 3 階 相談室

■対象 子育て支援やボランティア活動に興味がある幸区在住の方　5 名程度
■申込 10 月 18 日から電話、FAX、窓口にて

お子さんと
親御さんとの
関わりに

癒されています !

体験談

講座における 新型コロナウイルス感染防止対策
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ボランティア講座

□ お問合せ：地域支援課　　電話０４４ー５５６−６６９３　FAX ０４４ー５５５−１３３６

□ お問合せ：地域支援課　　電話０４４ー５５６−６７２９　FAX ０４４ー５５５−１３３６

認知症サポーターとは、認知症の人とその家族の「応援者」です。認知症のこと
を理解し認知症の人を温かく見守る人のことを言います。認知症サポーターは認
知症サポーター養成講座を受けることで誰でもなることができ、認知症サポー
ターの証として認知症サポーターカードを受け取ることができます。認知症サ
ポーター養成講座は、５人以上の受講者がいれば開催することが可能です。
みなさんも認知症サポーターになって認知症の人とその家族を応援しましょう！

認知症サポーターに認知症サポーターに
なりませんか？なりませんか？

［認知症サポーターカード］

オモテ

ウラ

運動実技、グループ活動の紹介や情報交換を行います。地域での健康づくり、介護予防、
仲間づくりのためのグループ活動をしている方、アフターコロナに向けて活動を考えて
いる方をお待ちしています。

健康づくりグループ講座健康づくりグループ講座
～アフターコロナに向けて準備をしましょう！～～アフターコロナに向けて準備をしましょう！～

■日時 11 月 11 日（木）午後 2 時 30 分～午後３時 30 分
■会場 幸区役所 3 階　診察室
■対象 幸区在住の方　
■定員 10 名程度
■申込 10 月 15 日（金）から電話、FAX、窓口にて

黒田　恵美子（健康運動指導士／一般社団法人ケア・ウォーキング普及会代表理事）講 師

お子さんに歯が生えてきて、「歯のケアは、いつからどうやって始めるの？」「むし歯にならない
ためには？」「歯みがきのコツは？」など、疑問に思っていることはありませんか？
歯みがきのスタート方法、歯ブラシの選び方、歯みがきを嫌がる時の対処法について等、講話と
個別相談を実施します。お子さんの歯と口の健康について、一緒に学びましょう！

■日　時 11 月 8 日（月）
①午前 9 時 30 分（受付開始：午前 9 時 15 分）
②午前 10 時 30 分（受付開始：午前 10 時 15 分）

■会　場 幸区役所 ３階　歯科室
■対　象 生後 7 か月～ 12 か月までの親子
■持ち物 母子健康手帳・バスタオル

参加者
募集

■定　員 各回 先着 10 組　※事前予約制

■申込・
　問合せ

10 月 18 日（月）午前 9 時より開始
健康福祉局保健所健康増進課　
歯科保健・南部担当　
電話 ０４４－２０１－３１８２　
FAX  ０４４－２０１－３２９３

いい
1 1 ・ 81 1 ・ 8

い歯い歯の日の日「はじめての歯みがき講座」「はじめての歯みがき講座」

他のグループの
活動の工夫の話を聞き、
それを取り入れて活動して

います！

体験談
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傾聴ボランティアさいわい
代表　春田 公江 さん

地域活動インタビュー

地域活動をされている方へのインタビューを行う新企画
「# 想いをつなぐ」!!　初回は「傾聴ボランティアさいわ

い」の代表・春田さんにお話を伺いました。

◆「傾聴」という言葉にあまり聞きなじみがないので
すが、傾聴ボランティアの方はどのようなことをされ
ているのですか？
傾聴は「おしゃべり」とは違います。8：2 くらいで利
用者さんにたくさん話していただくようにお話しする
のが傾聴ボランティアです。「なるほど」「そういうこ
とで悩んでいるんですね」といった風に日頃の鬱憤や
悩みなど、普段吐き出せないようなことを聞きます。

◆「傾聴ボランティアさいわい」では具体的にどのよ
うな活動をされていますか？
4 ヶ所の施設（サービス付き高齢者住宅を含む）をそ
れぞれ月に一回ほど訪れています。コロナ禍になって
から行けていないので、皆さんお元気にされているか
気になります。
一時期個人の依頼もとても多く、お宅に伺うこともあ
りました。

◆活動の中で、どのような方のお話を傾聴していますか？
認知症の方がほとんどです。お話を聞いていると、人
生経験がみなさん豊富だなと思いますね。勉強させら
れることも多いです。
障害（精神障害を含む）を持っている方の施設に行く
こともあります。

◆活動の中で印象的なエピソードは？
お話をしているうちに、相手の方が感極まって泣いて
しまったことですね。施設の職員さんは忙しいので、
利用者の方も話しかけにくかったり、長話ができない
ことも多いんです。だから、心に溜まっていることを
話していただけるように私たちも意識しています。

また、話が出てこない場合は、よく歌を歌うんです。
他のことは忘れていても、歌は覚えていらっしゃるの
が印象的ですね。中には 4 番まで歌える人もいました。

◆川崎市に傾聴ボランティアは 16 団体ありますが、さ
いわいの特徴はありますか？
幅広いテーマの講座を開いていることです。そのため
に講師料を値切ることも（笑）。
講座には自信があります！

◆活動のエネルギー源はなんですか？
活動が終わった後、振り返り会があるんですね。そこ
で話すことによって自信を持てたり、話を聞くことで
講座が人の役に立ったと感じることができます。そう
して自分が成長したと思えることが原動力です。
あとは、傾聴した方に「また来てね〜」と言われるこ
とです。「また行かなきゃ！」と励みになります。

◆幸区が、この先どのような地域になっていたらいい
なと思われますか？

「人がつながる地域」になっていったらいいですね。

◆読者のみなさんに、地域で暮らす上で大切にしてほ
しいことがあれば教えてください！

「近所の方に関心を持つこと」ですね。日頃から顔見
知りの方と挨拶したり、隣の家の窓が開いていないな、
など少しでも気にかけられると災害の時も役に立つと
思います。

＃想いをつなぐ第 　 　 回1
傾聴ボランティアさいわい

春田 公江 さん

バリデーション
講座 究極の癒し術

“タクティール”入門

腹話術を使った
傾聴講座

新企画

こちらの活動にご興味のある方は幸区社会福祉協議会へ
TEL ０４４－５５６－５５００　FAX ０４４－５５６－５５７７


