
区 版さいわい01 幸区ホームページ　https://www.city.kawasaki.jp/saiwai/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

幸区統計データ （令和4年2月1日時点）
17万1,162人

8万454世帯

編集：幸区役所企画課（☎044-556-6612 044-555-3130）区制50周年記念事業「大きな木お披露目イベント」も同時開催します。詳細は区版2面で。

2022（令和4）年

3月1日発行 33

かこさとしさんと幸区
　「だるまちゃんとてんぐちゃん」や「からすのパンやさん」という絵本を知っていますか。これらは日本を代表する絵本作

家、かこさとしさんの作品です。かこさんは、26歳の頃に幸区古市場地区に移住し、未来を担う子どもたちのためにセ

ツルメント活動（※）を行っていました。活動を通じてかこさんが伝えたかっ

たメッセージと区の取り組みを紹介します。

幸区役所企画課☎044-556-6612 044-555-3130

※セツルメント活動：地域住民と触れ合いながら生活の向上を目指すボランティア活動の一種

かこさとしさんの展示会を区役所で開催

　区内でパンの製造販売を行っている生活介護事業所「セルプき

たかせ」と連携し、事業所の皆さんが「からすのパンやさん」に着想

を得て考えたオリジナルのパンを区役所で定期的に販売します。

　かこさんが幸区で行っていたセツルメント活動の内

容や、活動をもとに生まれた作品、作品に込められ

た子どもたちへの思いなどを紹介するパネル展示。

　100冊以上のかこさんの

絵本が好きなだけ読めます。

この機会にかこさんの絵本

の世界に触れてみてはいか

がでしょうか。※12日と26

日の土曜のみの開催です

『暮しの手帖』4世紀99号
「かこさとしさんと子どもの遊び」

©1962かこさとし
『かわ』福音館書店刊

©1973かこさとし
『からすのパンやさん』より
偕成社刊

パン製作の様子

展示会を機に「からすのパンやさん」を
モチーフとしたパンの販売を区役所で開始！

かわいい
キャラクターと
一緒に写真撮影！

かこさんの
絵本に触れる！

かこさんと幸区のつながりを知る！

©1984かこさとし
『だるまちゃんととらのこちゃん』
福音館書店刊

撮影：井上佐由紀

セツルメント活動を通じて

子どもたちの個性や多様性

　子どもたちのお世話をするセツル

メント活動を通じて多くの子どもと

触れ合う中で、かこさんは一人一人

の子どもが持つ個性や多様性に気づ

き、自分で物事を考え、自分の力で

判断できる大人になってほしいとい

う思いを紙芝居やその後に制作した

数多くの絵本に込めました。 セツルメント活動の様子
写真：加古総合研究所

©1973かこさとし
『からすのパンやさん』より偕成社刊

　期間中、自由に撮影で

きるパネルを設置します。

▼

写真：加古総合研究所

紙芝居の表紙

©1973かこさとし
『あかいありとくろいあり』

偕成社刊

絵本の表紙絵本の原作となった紙芝居も多数あり！

ひよこ
パン

うさぎ
パンぞうパン

　今回販売するパンは3種類！ 今後

も順次新たなパンを作る予定なので

お楽しみに！

開催概要

３月11日～26日　平日　8時半～17時15分

12日、26日（いずれも土曜）　8時半～12時半

上記以外の土・日・祝日は区役所閉庁日のため展示は見れません

区役所１階、４階執務室前

期間

場所

パンの定期販売について

　毎月第２・４金曜に区役所1

階市民活動コーナーで販売。

時間は１２時ごろから１時間程

度。売り切れ次第終了です。

　セルプきたかせには4つの動

物パンがありますが、4つでは

かわいそうだから、新しい動物

を考えました。小さい子に食べ

てほしいから、小さい子が好き

そうな“うさぎパン”を考えました。

新たなパンを考えた
セルプきたかせ Wさん

かこさんが

得意とした科学分野の

絵本も多数用意！

見どころ❸

見どころ❶

見どころ❷

展示期間中は3月12・26日

（いずれも土曜）も特別販売！

　かこさんと幸区のつな

がりは、2年3月発行の

さいわい広報特別号で特

集しています！ 区HP
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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

区役所地域振興課

☎044-556-6606 044-555-3130

はぴ☆フェスさいわい

　市民活動団体の日頃の活動内容が

分かるパネル展示です。 ３月16日

～30日、8時半～17時（16日は10時

から、30日は13時まで） 区役所１

階ロビーハナミズキ展示コーナー。

春休みの子ども工作教室（おもし

ろ・ふしぎ発見教室）

　いろいろなコマを作って遊びます。

主催団体：サイエンスカフェさいわい

３月28日

㈪10時半

～12時、

13時半～

15時 区

役所１階市民活動コーナー※有料の

工作もあります。詳細はお問い合わ

せください。

幸市民館

☎044-541-3910 044-555-8224

親子でわくわくハッピー謎解き探検

ゲーム

　各スポットを巡りながら謎を解きま

す。参加にはスマートフォンが必要で

す。 3月6日～27日 小学生と保

護者。※参加用紙は3月6日から開館

日の9時～16時に同館で配布します。

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。 3月15日㈫10時～

13時、雨天中止 小倉西公園（小倉

5-17-1）、諏訪公園（南幸町2-38-1）。

　12月に区民の皆さんから

集めた１つ１つの手形を“大きな木”とし

てデザインした巨大懸垂幕が完成しま

した。完成を記念してお披露目セレモ

ニーの他、子どもが楽しめるイベント

を実施します。

開催日時　３月２６日㈯10時～12時半

（予定）※お披露目セレモニーは11時半～

場所　区役所ゆめ広場

定員　50人

３月15日までに区HPで。※お披露目セレモニーは自由観覧できますが、

座って鑑賞希望の場合は専用フォームからの申し込みが必要です。［抽選］

区役所総務課☎044-556-6603 044-555-3130

　東芝未来科学館との協働による、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、50周年をお祝いするランタンを作りま

す。作ったランタンは区役所に飾ります。

日時　５月２１日㈯❶11時～12時半、❷14時～15時半

場所　区役所

対象　 区内在住・在学の小学生、各回40人

３月１８日までに区HPで

区役所地域振興課☎044-556-6606 044-555-3130［抽選］　

日時　４月２１日㈭１２時５分～１２時４５分

場所　産業振興会館ホール

出演　Y
ユ カ リ

ukari  A
エアリエル

riel

演奏　ピアノソロ

定員　１００人

3月20日（消印有効）までに往信用裏面

に氏名（ふりがな）・住所・電話番号、車いすを

利用する場合はその旨、返信用表面に申込

者の郵便番号・住所・氏名を記入し往復ハガキで〒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］

※往復ハガキ１枚につき１人まで。介助者、膝上鑑賞の子どもは一緒に申

し込み可。記載内容に不備がある場合、申し込みは無効となります

　３・４月は、引っ越しなどの手続きで区役所窓口が大変混雑しますので、

手続きの際は、時間に余裕を持ってお越しください。

※第２・４土曜は、年間を通して窓口を開設。住民票の写しや印鑑登録証

明書などは、市内の行政サービスコーナーでも受け取れるほか、マイナ

ンバーカードをお持ちの場合はコンビニ交付も可能です

サンキューコールかわさき☎044-200-3939 044-200-3900

※4月2日は一部窓口を臨時開設します。詳細は市版5面で

大きな木お披露目イベント

さいわいテクノ塾
～オリジナルランタンを作ろう！～

区民課・保険年金課
窓口混雑予想カレンダー

相談名 日程 対象 場所 受付時間 内容など 申し込み

生活習慣病
相談

4月
25日
㈪

区内在住
の5人

区役所
2階

相談室

9時半
～

10時

保健師・栄養士などが
個別相談。健診デー
タをお持ちください

3月15日から
直接か電話で
［先着順］

禁煙相談

区内在住
の禁煙に
関心のあ
る人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）

3月

4月

5月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

予想最長
待ち時間

2時間程度

1時間程度

30分程度

土曜日午前
中も転出入
手続きなど
ができます

閉庁日

　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、本誌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

幸区内の「かわさきSDGsパートナー」を紹介！ Vol.8

NPO法人幸区盛り上げ隊のSDGｓに関する取り組み

　「幸区をママが楽しく暮らせる街に」を理念として、子育て中の母親

がリフレッシュできる場を提供するため、子連れで参加できるイベント

の企画運営や親子カフェ運営、ハンドメイドなど母親が活躍する場の

提供のため、マルシェの開催など行っております。こうした取り組み

を通じて、区内に住む母親を始め、多くの区民の皆さんが明るく楽し

く暮らせる持続可能な街づくりを行っています。

NPO法人幸区盛り上げ隊

　区内の子育て世代を中心に対象とした子育て支援やセ

ミナー・イベントなどの開催のほか、区の歴史や伝説に関

する資料を収集し、その魅力を団体が発行する「幸区にゃ

んだふる通信」などで積極的に発信するなど、楽しく暮ら

せる街づくりに関する取り組みを行っています。

区HP

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。
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