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幸区統計データ （令和4年1月1日時点）
17万1,272人

8万522世帯

編集：幸区役所企画課（☎044-556-6612 044-555-3130）市政だより発行後に、掲載内容について変更・延期・中止となる場合があるため、HPなどで最新情報をご確認ください。

2022（令和4）年

2月1日発行

　幸区の魅力である御幸公園の梅と新川崎駅周辺をはじめとした鉄道ビュースポットなどを知ってもらうためのイベントを開催します。あなたの心をく

すぐるのは梅？それとも鉄道？ぜひ両方のイベントに参加して、幸区の魅力を感じてみてください。

区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

あなたは梅派？それとも鉄派？

保護柵の開放時間：9時～17時

保護柵を開放しているため、間近で鑑賞できます！ 　御幸公園のある小向地区はかつて梅の名所として知られていまし

たが、洪水や老朽化により梅の木が少なくなり、横浜市本牧にある

三渓園に移植されました。約100年の時を経て現在、三渓園に移植

された梅の木を「接ぎ木」技術により、御幸公園へ里帰りさせる取り

組みを進めています。

知っていますか？ 小向地区の梅は三渓園に移植されていました！

区の魅力発信

イベント特集

　電車が好きな子どもや鉄道ファンはもちろん、詳しくな

い人でも区の魅力を知ることができる展示が盛りだくさん！

200本の梅の木の競演

御幸公園
観梅会

２/19㈯ ～27㈰

幸区の鉄道の魅力を凝縮した展示会

〈鉄道でハグくむ幸〉

川崎会場

鹿島田会場

ミューザ川崎シンフォニーホール４階

企画展示室（川崎駅徒歩３分）
月～金曜：10時～17時
土・日曜：10時～18時
※3/6のみ10時～15時２/26㈯ ～3/6㈰

旧新川崎・鹿島田周辺整備事務所（鹿島田駅徒歩１分）※左下図参照

月～金曜：10時～17時

土・日曜：10時～18時3/12㈯ ～20㈰

　新川崎駅周辺はかつて東洋一

といわれた新鶴見操車場（現新

鶴見信号場）があり、現在でも貨

物列車のターミナル機能を有し

ているため、区内では１日150本

を超える貨物列車が見られます。

ほかにも南武線などの旅客鉄道

を間近で見られるビュースポット

などが区内に点在しています。

尻手駅付近から見える南武線

映像などの展示があるほ

か、周辺のスポットを巡

る参加型のラリー企画も！

幸区に関係するヘッドマークや模型などを展示

貨物列車の聖地と呼ばれるJR貨

物新鶴見機関区を知るコーナー

“鉄道のまち幸”を知ろう！

貨物を学ぼう！

実物を間近で見れる！

自分だけの列車を作って
遊べるコーナー

マイ列車を作ろう！

２月下旬が
見ごろの

梅の花

25種類の梅が
見られます
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旧新川崎・鹿島田
周辺整備事務所

【市政だより作成協力】（50音順、敬称略）

JR貨物関東支社、JR東日本横浜支社、鉄道新聞社

　2月27日に行う「接ぎ木」作業の一部を体験できます。2月15日まで

に事前申し込み（応募多数の場合は抽選）。詳細と申し込みは区HPで。

幸区と鉄道

主な企画内容

鉄道ビュースポット紹介

幸区の鉄道の歴史を
写真でタイムスリップ

歴史を振り返ろう！

約50年前の川崎駅
（写真提供：所芙美子氏）

好きな色を
塗ってみよう！

旧新川崎・鹿島田周辺整備事務所

区HP

区HP

鉄ハグ2022鉄ハグ2022

区内の２会場（別日程）で開催！

川崎総合科学

高等学校の生

徒が製作した

模型
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今月の「幸区内の“かわさきSDGsパートナー”紹介コーナー」は、紙面の都合により休載させていただきます。

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

区役所企画課

☎044-556-6612 044-555-3130

4年度提案型協働推進事業

　地域の課題を解決したり、魅力を

高めたりするための取り組みを募集し

ます。審査後、採用された取り組み

は事業として提案団体に実施を委託

します。委託費…１事業当たり50万

円以内（税込み）。対象…区内で事業

を実施できる市民活動団体や企業な

ど。 2月28日（必着）までに申込用

紙を直接か郵送で。[選考］。※申込

用紙は区HPからダウンロードまたは

区役所などで配布中。

区役所地域振興課

☎044-556-6606 044-555-3130

市民活動コーナーを利用したイベント

　区役所１階市民活動コーナーにて

市民団体によるイベントを開催しま

す。事前申し込み不要、どなたでも

参加できます。

❶「子どもも大人も楽しい、ふしぎか

んたん工作であそぶ」（主催…サイエ

ンスカフェさいわい） 2月8日㈫13

時半〜16時※小さな子どもが遊べる

工作もあります。

❷「花クイズに挑戦」（主催…さいわい

花クラブ実行委員会） 2月25日㈮

13時〜15時半※クイズ参加者には、

花苗をプレゼント。

はぴ★フェスさいわい

　市民活動団体の活動報告や作品展

示など日頃の活動をＰＲしたい団体を

募集します。展示期間…3月16日〜

30日。展示場所…区役所１階ロビー

ハナミズキ展示コーナー 幸区を中

心に活動している市民活動団体、10

団体。 2月18日（必着）までに申込

書を直接か郵送で。［抽選］。※申込

書は区HPからダウンロードまたは区

役所で配布中。

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。 ❶2月15日㈫❷

2月22日 ㈫❸2月28日 ㈪❹3月8日

㈫、いずれも10時〜13時。雨天中

止 ❶❹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）❷南加瀬けやき公園(南加瀬4-35-

4）、戸手第１公園（戸手本町1-76-1）

❸諏訪公園（南幸町2-38-1）。

幸市民館

☎044-541-3910 044-555-8224

小学生のためのオンラインプラネタ

リウム

　3月の星空の映像を楽しみながら、

宇宙や天文についてクイズを交えて

楽しく知ることができるオンライン講

座です。講師は株式会社アストロコ

ネクト代表取締役の荒井大作氏。

3月19日㈯10時〜11時 小学生20

人 2月19日10時から電話で。［先

着順］

さいわい学びの広場

　市民館で行った講座の発表会と、

幸市民館・日吉分館で活動している市

民グループと参加者の交流会を行い

ます。 2月19日㈯14時〜16時（受

け付け13時半） 幸市民館 当日先

着15人。

幸防火協会
事務局：幸消防署予防課内

☎044-511-0119 044-544-0119

老朽化消火器の回収

　春の火災予防運動（3月1日〜7日）

の一環として、幸防火協会が老朽化

した消火器の回収（1本1,000円）と

新規販売（1本4,500円〜）を行いま

す。荒天中止。 ３月5日㈯10時〜

１２時 日吉出張所。

　区内にある最先端研究施設、慶應義塾大学新川

崎タウンキャンパス内を巡るツアーを開催します。

科学の不思議と楽しさを体験してみませんか。

日時　３月25日㈮❶9時半〜１1時半❷１３時〜１５時

（内容は２回とも同一です）

場所　慶應義塾大学新川崎タウンキャンパス（幸区新川崎7-1）

対象・定員　小学４〜６年生　各回27人

２月２８日までに区HPで区役所地域振興課☎044-556-6606 044-

555-3130［区内在住・在学者優先の上、抽選］

　地域でつながり楽しむ「さいわい縁
えん

むす日
び

」の開催に向けて、

ロゴマークデザインと「わいわい会議」（ワークショップ）参加者

を募集します。

募集期間　２月16日〜3月8日

※応募方法など詳細は「さいわい縁
えん

むす日
び

」特設HPで

　やってみたい活動やイベントなどのアイデアを具現化するためのワーク

ショップを行います。

日時　３月１３日㈰13時〜15時

場所　区役所会議室

定員・対象　地域活動やイベント実施に興味のある人、既存の活動を活性

化したい団体の人など20人

3月8日までに「さいわい縁
えん

むす日
び

」特設HPか電話で同イベント事務局

（新川崎タウンカフェ内）☎ 044-555-0233 ［区内在住・在勤・在学者優

先の上、抽選］

ロゴマークデザイン募集

「わいわい会議」参加者募集

区制50周年記念「科学とあそぶ幸せな一日」
スペシャルプログラム

区制５０周年記念「さいわい縁
えん

むす日
び

」

　上記以外にも、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。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

　市内在住の60歳以上を対象とした初心者向けの講座です。詳しい日程

などはお問い合わせください。教材・材料費は実費。

申し込み　3月1日〜10日（6日を除く）の9時〜16時に本人がハガキを持

参し直接。1人1講座まで。［抽選］

さいわい健康福祉プラザ2階☎044-541-8000 044-533-8703

さいわい健康福祉プラザ
令和４年度前期講座（４月～9月）

幸スポーツセンター
4月～6月期　定期教室案内

講座名 曜日 時間 回数 定員（人）

「紫式部日記」を読む。 水 午後 １０ ２０
パステル和アート 水 午前 ５ ５
パッチワーク入門 金 午後 ７ １０

はつらつ体操 月 午後 ８ ２０
超ソフトエアロビ体操 火 午前 ８ ２０

リフレッシュ体操A・B日程 火 午後 各５ 各２０
はじめてのスマホ・タブレット講座A・B日程 木 午前 各6 各２０

教室名 曜日・時間

のびのびストレッチ ㈪9時15分〜10時15分

パワーヨガ ㈪9時半〜10時半

シニアヨガ ㈪10時45分〜11時45分

姿勢調律ピラティス ㈪12時〜13時

ストレッチ＆ジャズ ㈪10時15分〜11時45分

フラダンス ㈪㈫㈯10時45分〜12時

やさしい健康体操 ㈬10時45分〜12時

リズム体操 ㈭13時〜14時半

ウォーク＆ラン・ラン入門 ㈮9時15分〜10時半

中級ランニングセミナー
㈮10時半〜12時

㈯13時45分〜15時半

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

3月
28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

2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）

慶應義塾大学

新川崎タウンキャンパス

特設HP

　「はやくしなさい」「勉強しなさい」このような言葉

はかえって逆効果となり、子どものやる気を奪い

成長の芽をつぶしてしまいます。子どもの自己肯

定感を育み、子どもが前向きで明るく過ごせるよ

うな声のかけ方を学びます。

日時　3月6日㈰10時〜12時

場所　区役所会議室（Zoomによる配信あり）

講師　石田勝紀氏（一般社団法人教育デザインラ

ボ代表理事）

定員　来場参加20人、オンライン参加30人

２月１６日から区ＨＰで区役所地域ケア推進課☎044-556-

6730 044-556-6659 ［先着順］

子育て講演会
「子どもの自己肯定感を高めるマジックワード」

区HP

講師　石田勝紀氏
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