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幸区統計データ （令和3年9月1日時点）

17万897人
8万272世帯

2021（令和3）年
10月1日発行1010

編集：幸区役所企画課（☎044-556-6612 044-555-3130）４年度の保育所入所申請については市版8面で紹介しています。

　コロナ禍で外出や人との交流が制限される中、子育てについてさまざまな悩みを抱えながらも、周囲に相談できずにいる人は多いので
はないでしょうか。こうした悩みが少しでも解消されるよう、幸区の子育てに関する便利なツールや取り組みを紹介します。

沐浴

幸区子育て便利ツールパパ・ママ
必見！

かわさき子育てアプリ

YouTube　「川崎市幸区チャンネル」
自宅で
確認

アプリで
管理

情報を
知る

気軽に
相談

▲iOS ▲Android

　子育てに役立つ機能をた
くさん盛り込んだアプリで
す。子どもの予防接種や
成長記録も管理でき、妊
娠から出産、子育てまで
サポートします。 こども
未来局企画課☎044-200-
1135 044-200-3190

　区YouTubeチャンネルでは、現在50本以上の動画を掲載しています。子育てに関する情報をはじめ、
さまざまな動画を展開していますので、ぜひチェックしてください。
区役所企画課☎044-556-6612 ０44-555-3130

子育て情報誌
　おこさまっぷさいわい

・子育てホッとラインさいわい
・育児相談会

チャンネル登録は
こちらから♪

保育所の紹介動画を作成しました！
　自宅でも保育所の概要や状況を知ることができるように、区内
保育所の紹介動画を作成しました。認可保育所・認定保育園とも
に12園ずつあります。申請を検討している人は、ぜひ見てくださ
い。 区役所児童家庭課☎044-556-6731 044-555-1336

　子育て中に気になることや家での過
ごし方、遊び方などについて、保育士・

栄養士・看護師に相談できます。気軽に利用してください。
区役所保育所等・地域連携担当☎044-556-6732

044-556-6659 45sahoik@city.kawasaki.jp

　子育て中の人に必要な情報
をまとめた冊子です。区HPで
も見られます。 区役所地域ケ
ア推進課☎044-556-6643
044-556-6659

電話・メールで

▲区HP
（ホッとライン）

▲区HP

　区役所で、身体・体重の測定や育児
に関する育児相談会が月1回あります。

予約の詳細については、区HPを見てください。 区役所
地域支援課☎044-556-6729 044-555-1336

育児相談会で

▲区HP
（育児相談会）

説明編と実践編に分け
て、沐浴の一連の流れ
を説明します！

●園内の様子
●定員数
●保育時間
●保育方針
　を紹介しています！

とろみのつけ方やおか
ゆの作り方など、計
18種類の動画があり
ます

このアイコンが
目印です♪

▲区HP

子育てに役立つ動画もあります！

離乳食
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川崎ブレイブサンダース
ホームゲーム　区民招待

「望まない受動喫煙」をなくしましょう

川崎市長選挙・川崎市議会議員幸区選挙区
補欠選挙の期日前投票の案内

すくすく子育てボランティア養成講座

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。

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

※�区内在住の人が優先となる講座な
どもあります

区役所地域振興課
〒212-8570戸手本町1-11-1

☎044-556-6606 044-555-3130

お正月の寄せ植え講座
　前半は講義で知識を深め、後半に
寄せ植えを作ります。 12月3日㈮
14時開始 区役所 区内在住・在学・
在勤で、花や緑に関心のある30人程
度 1,000円 10月31日（必着）まで
に往復ハガキか区HPで。［抽選］
さいわいテクノ塾
～クリスマスランタンを作ろう！～
　科学を楽しく、より身近に感じても
らうための教室です。LEDで光るス
ポットライトの仕組みを学び、クリスマ
スランタンを作ります。 12月11日
㈯❶11時～12時半❷14時～15時
半 東芝未来科学館（堀川町72-34
ラゾーナ川崎東芝ビル2階） 小学生
各30人（保護者同伴） 各200円
10月31日までに区HPで。［抽選］

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。
❶１0月26日❷１1月9日の火曜、10
時～13時。雨天中止 ❶は小向第７
公園(小向西町1-65)、南加瀬けやき

公園(南加瀬4-35-4)❷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)。

区役所地域支援課
☎044-556-6648 044-555-1336

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！～
　運動の実技紹介、グループ活動の
紹介や情報交換、ケア・ウォーキング
普及会代表理事の黒田恵美子氏によ
る、仲間づくりのためのグループ活
動をしている人・アフターコロナに向
けて活動を考えている人向けの講演
など。 11月11日㈭14時半～15時
半 区役所 区内在住の10人 10
月15日から直接か電話で。［先着順］
幸区認知症サポーター養成講座
　NPO法人楽理事長の柴田範子氏
を講師に迎え、認知症について正し
く知り、認知症の人や家族を支える
手だてについて学びます。受講した
人には、認知症の人や家族を支える
「認知症サポーター」の証である「認
知症サポーターカード」を発行します。
11月29日㈪13時半～15時 区

役所 Zoomによるオンライン参加
25人、会場参加10人 10月15日
から直接か電話で。［先着順］

健康福祉局健康増進課
☎044-201-3182 044-201-3293

いい歯の日「はじめての歯みがき講座」
　子どもの歯みがきの開始方法・時
期・コツ、歯ブラシの選び方、歯みが
きを嫌がったときの対処法などにつ
いての講話と個別相談。母子健康手
帳とバスタオルを持参してください。
11月8日㈪、9時半開始、10時半

開始 区役所 7～12カ月の子ども
と保護者、各10組 10月18日から
電話で。［先着順］

幸市民館
☎044-541-3910 044-541-4747

シニアライフ講座　
いつもの暮らしに輝きを
　心の豊かさを育む「幸福学」やコミュ
ニケーションやスマートフォンの基礎
知識についての学習、日本語による
オンライン異文化交流の体験などを
通じてより豊かに充実した生き方につ
いて考えます。Wi-Fiに接続可能なス
マートフォンを持参してください。
❶11月14日㈰、28日㈰、12月11日
㈯の10時～12時❷11月21日㈰、12
月5日㈰の14時～16時、全5回 同
館 50歳以上の20人 10月15日
から直接か電話で。［先着順］

多文化防災訓練
　起震車による地震体験、消火器の
使い方、自動体外式除細動器（AED）
の使い方について。 11月20日㈯
10時～12時 同館 20人程度（外
国人市民10人程度、日本人10人程
度） 11月5日までに直接、電話、
FAX、同館HPで。［抽選］

幸図書館
☎044-541-3915 044-541-4747

大人のための朗読会
　江戸川乱歩「人でなしの恋」、平岩
弓枝「梅一輪」、小川未明「幾年もたっ
た後」などの文学作品を朗読します。
出演は朗読グループ「レザミ」。 10
月30日㈯13時半～15時 幸市民館
高校生以上15人 10月15日９時

半から直接か電話で。［先着順］

開催日 時　間
１日目 11月5日㈮ 10時～11時

２日目 11月17日㈬ 10時～11時
午後、体験実習あり(希望者)

　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
います。区内のパートナー企業・団体を紹介します。
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

東芝未来科学館
　前身は小向地区にあった1961年設立の「東芝科学館」です。2014年、ラゾー
ナ川崎地区に「東芝未来科学館」としてリニューアルオープンしました。東芝の
最先端技術や歴史展示、イベント・実験を通した体験により未来につながる先端
科学技術のすごさと面白さを体感できます。

幸区内の「かわさきSDGsパートナー」を紹介！ Vol.4

　イベント盛りだくさんのエンターテイン
メント空間で開催される国内最高峰のバ
スケットボール。川崎ブレイブサンダー
スのホームゲーム（新潟アルビレックスBB
戦）に招待します。
日時　11月10日㈬19時5分試合開始
場所　とどろきアリーナ
定員　区内在住の20人
申し込み　10月20日までにウェブフォームかLINEで川崎ブレ
イブサンダース�［抽選］
区役所地域振興課☎044-556-6705 044-555-3130

　受動喫煙とは、本人がたばこを
吸っていなくても、他の人が吸っ
ているたばこから出る煙や、その
人が吐き出す煙を吸い込んでしま
うことをいいます。いずれの煙に
もニコチンやタールなど多くの有
害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。
区役所地域支援課☎044-556-6729 044-555-1336

　仕事やレジャー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４階・日吉合同庁舎２階）をご利用ください。
期間　告示日翌日～投票日前日
時間　8時半～20時
※詳細は選挙時に送付する案内で
投票所での新型コロナウイルス感染症対策は市版3面で
区選挙管理委員会☎044-556-6604 044-555-3130

　区の事業や地域の活動に参加する親子をサポートするボランティアを募
集します。区役所の乳幼児健診などのサポートや、保育の補助をするボ
ランティアを養成します。
定員　区内在住の５人程度　場所　区役所
１０月１８日から直接、電話、FAXで

区役所地域支援課☎０４４-556-6729 ０４４-555-1336�［先着順］

東芝未来科学館のSDGsに関する取り組み
　同館では、SDGs起点の展示を増やし、
東芝グループが事業を通して貢献できると
した８つのゴール達成へ向けた取り組みを
分かりやすく紹介しています。4～6月には
SGDsの理解を深めるクイズラリー形式の
特別イベントを開催しました。また川崎市・三井不動産と連携し、持続
可能な消費生活のあり方を考えるイベントを毎年開催しています。
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申し込みは
こちら
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