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は区の情報を中心に掲載しています。
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幸区統計データ（令和4年 4月1日時点）

6/4 ㈯

さいわい

10時～16時（荒天中止）
場所

幸区役所、幸市民館、
幸スポーツセンター

パラスポーツ
体験

50

幸

スポーツでSDGｓに挑戦
ボッチャや車いすバスケ、
シッティングバレーなどのパラ
スポーツ体験を通じて全ての
人が健康でいられる環境づく
りに挑戦します

17万 1,200人 2022（令和4）年
8万 1,022世帯 5月1日発行

さい

祭

区制５０周年を記念して、
「幸せの想いをつなぐまち 心のふるさとさいわい」
をコンセプトに誰もが

参加し、交流できるイベントを開催します。 若手職員が中心となり企画したコーナーを用意していま

すので、ぜひご参加ください。

区役所総務課☎044-556-6603

044-555-3130

幸区内で
活躍する

パトカーや消防車、自衛隊
車両などが集まります。 見る
だけでなく、乗ってみましょう

畑田職員
協力：川崎ブレイブサ
ンダース、かわさき若
者会議、 幸区社会福
祉協議会、 幸スポー
ツセンター、 幸 総 合
型地域スポーツクラブ
PLUM
（50音順）

藤原職員
大人も子どもも
自由気ままに！

区役所に落書き

協力：幸警察署、幸消防署、自衛隊神奈川地方協力本
部川崎出張所 ほか
（50音順）

駐車場の地面にチョークで自由に落書きが
できます。 普段は描けないような大きな落書
きをしてみませんか？

昔のように、
風車などを作
って遊んでみ
ませんか？

協力：NPO法人studio FLAT

区制５０周年
にちなんだ

加瀬山で
採れた

竹であそぼう

協力：さいわい
加瀬山の会
竹田職員

はたらく車大集合

御幸公園の
梅を使った

「５０」に挑戦

榊原職員

キーホルダーづくり

梅の花びらをレジンに閉じ込めて“つやつ
や”のオリジナルキーホルダーを作りましょう

いろいろな
「50」
に関するチャレンジを用意し
ています！
「50」
秒で記録に挑戦してみましょう

吉田職員

五嶋職員

この他にも子どもも大人も一緒に楽
しめるさまざまなコーナーがあります。
複数のコーナーを回ってスタンプを集
めるとすてきなグッズをプレゼント！

区民の皆さんから集めた手形を大きな木としてデザインした
懸垂幕を4月から区役所に1年間掲示しています
（一部期間を除く）

参 加 に あ たって

はじめまして、幸区長です
4月1日から幸区長に就任した赤坂慎一です。 幸区は自然、

●イベントへの参加は事前申し込み不要です。 当日直接ブー

文化、商業・産業が調和した魅力あふれるまちであり、町内会・

スへお越しください。

自治会の加入率が高く、支え合い活動が行われるなど住民同

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用、

士のつながりが強いまちです。

手指の消毒にご協力ください。また、当日体調の優れない

今年は区制５０周年の節目の年であり、周年事業を通じて

人は来場をお控えください。

区民の皆さんと一緒に幸区を盛り上げていきたいと考えてい

●駐車場はありませんので、公共交通機関でお越

ます。これからも幸せを実感することができるまちづくりに取

しください。
※イベントの詳細は区HPで

飲食物の販売や飲食
スペースもありますの
で、昼食を取りながら楽しむ
ことができます

区HP

幸５０祭の他にも今年度は 50周年を記念した取り組みを行う予定です。

幸区長 赤坂慎一

り組んでまいりますので、ご支援・ご協力をお願いいたします。

編集：幸区役所企画課
（☎044-556-6612

044-555-3130）

ここからさいわい区版です

2022（令和4）年

親子で防災キャンプ

区 版 さいわい

No.1264

申し込み方法は市版6面参照

１泊２日の体験型防災キャンプを開催します。

※講 座などによっては区内在住の人

日時 ６月４日㈯17時半～５日㈰12時

が優先となる場合があります

場所

区役所

定員

区内在住・在学の小・中学生と保護

区HP

区役所企画課
☎044-556-6612

者２０組
（１組３人まで）
。 ※保護者の参加
は必須です

044-555-3130

緑のカーテンによるエアコンの節

044-555-

3130［抽選］

す。

会員5人以上の市民グループ

か区内在住、 在勤、 在学の個人
事前連絡の上、５月１７日～5月31日
１７時に同館２階で配布する応募書類
を直接。
［選考］
さいわい子育て広場
子どもと保護者の交流フリースペー
スです。 子どもを遊ばせたり、親同

ゴーヤーの種子配布

5月１3日までに区HPで区役所危機

02

主企画事業の追加募集を行っていま

区のお知らせ

子どもと一緒に防災について楽しく学ぶことができる、

管理担当☎044-556-6610

5月号

士でおしゃべりしたり、同じ地域の子

電で温暖化の抑制を推進するため、

育て仲間と出会える場所です。 ５月

5月19日㈭からゴーヤーの種を配布

２４日から毎月第２
・
４火曜、10時～12

します。 なくなり次第、 配布終了。

時
（入退室自由） 市民館児童室 １

区役所４階、日吉出張所。

歳未満の子どもと保護者８組。
ボランティアやサークル活動などの
相談コーナー
ボランティアや趣味のグループ、

日時 ６月１６日㈭１２時５分～１２時４５分

学びの講座やイベントなど、地域の

場所 日吉合同庁舎第２
・
３会議室

情報をそろえています。また、ボラン

ふ た ば

出演 ニ束花ゆり
（唄・三味線）

ティアが相談に乗ります。まずは気軽

定員 ４０人

にお立ち寄りください。

５月２０日
（消印有効）
までに住所・氏名

区役所地域ケア推進課

（ふりがな）
・電話番号・車いすなどを利用す
る場合はその旨を記入し、往復ハガキ
（１通

☎044-556-6730

で2人まで）
で〒212-8570幸区役所地域

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育
て広場

振興課夢こんさぁと係☎044-556-6606
044-555-3130［区内在住者優先の

乳幼児と保護者が遊びながら交流

上、 抽 選］
。 ※ 車いすなどの 介 助 者、

できる場です。

子ども連れ
（膝上鑑賞）
も１通の往復ハガ

10時～13時。 雨天中止

田駅西口わきの空き地
（鹿島田1-1040周 辺）❷さい わ い ふるさと公 園
(新川崎7)、 戸手第１公園(戸手本町

教室名

曜日・時間

のびのびストレッチ

毎週月曜 9時15分〜10時15分

ストレッチ＆ジャズ

毎週月曜 10時15分〜11時45分

フットサル
（幼児・低学年・高学年・一般）

毎週火曜
幼児：15時半〜16時20分
低学年：16時半〜17時35分
高学年：17時50分〜19時15分
一般：19時半〜21時

フラダンス

毎週月・火・土曜 10時45分〜12時

やさしい健康体操

毎週水曜 10時45分〜12時

フローピラティス

毎週水曜 9時15分〜10時半

リズム体操

毎週木曜 13時〜14時半

シニア健康体操

毎週金曜 ❶9時50分〜10時50分
❷11時〜12時

親子フラ

毎週土曜 9時45分〜10時半

その他にも、
「親子での運動」
をはじめ、幅広い年齢層の人に向けた教
室が多数あります。

地域みまもり支援センター
（福祉事務所・保健所支所）

健康相談案内

対象

場所 受付時間

044-556-0169

区役所地域支援課
☎044-556-6648 044-555-1336
内容など

申し込み・問い合わせ

保健師・栄養士など
区内在住
に個別相談できま
生活習慣病
5月16日から
相談
の5人
す。 健 診 デ ー タ を
直接か電話で
6月
区役所 9時半 お持ちください
地域支援課
27日
2階
～
☎︎044-556㈪
区内在住 相談室 10時
6648
で禁煙に
［先着順］
禁煙相談
個別禁煙相談
関心のあ
る2人

5月31日は世界禁煙デー、5月31日～6月6日は禁煙週間です。たばこをや
めたくてもやめられない人は、禁煙相談をご利用ください。

1-76-1)❸小倉西公園
（小倉5-17-1）
❹鹿島田駅西口わきの空き地
（鹿島
田1-10-40周辺）
。

幸市民館
☎044-541-3910

044-555-8224

市民自主事業【追加募集】
市民館の講座やイベントを考えて
みませんか。 市民自主学級と市民自

から毎月第１
・
３金曜
（祝日を除く）
、１３
時半～１６時

市民館玄関ロビー。

さいわい健康福祉プラザ
☎044-541-8000

044-533-8703

４年度夏期講座（７～９月）
初心者向けの講座。 詳しい日程な
ど詳細はお問い合わせください。
同プラザ

市 内 在 住の60歳 以 上。

講座ごとに定員あり

教材・材料費

5月23日 ～6月2日
（日 曜 は 除 く）
の9時～16時に直接、同プラザ２階。
［抽選］
。※1人1講座まで。
講座名
曜日 時間 回数 定員（人）
ステンドグラス
水曜 午前 3
5
入門
書道入門

火曜 午前 5

8

ボクシング
水曜 午後 5
フィットネス

12

リフレッシュ
火曜 午後 各5 各20
体操C･D日程

※定員など変更になる可能性があり
ます。

幸区内の「かわさきSDGsパートナー」
を紹介！ Vol.10
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 044-555-3130

サイクランドナカザワのSDGｓに関する取り組み

自転車は環境負荷が比較的少ない乗り物であるため、販売や活用

※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

❶南加瀬

け やき公 園(南 加 瀬4-35-4)、 鹿 島

幸スポーツセンター
７～９月期 定期教室案内

日程

❶5月17日❷5月

24日❸5月31日❹6月14日の火曜、

キで申し込み可

相談名

044-556-6659

５月２０日

を通じて３Rの推進を行い、SDGsの達成に向けて取り組んでいます。
自転車を修理して乗り続けてもらうことやパンクしたチューブを再利
用するためにリサイクル品を無料配布すること、さらには中古の自転
車を直し、リサイクル自転車として販売することで、廃棄物の削減に
大きく貢献でき、SDGsパートナーに認証されました。
このような取り組みをHPやSNSで発信することで、多くの人に自転
車が環境配慮に適した、心地よい乗り物であることを伝えています。
サイクランドナカザワ
地域に根差した笑顔の集まる自転車専門店で、今年で創
業５０年になります。新車販売とともに、出張修理や法人企
業向けの発注・整備、また、電動やスポーツタイプの自転
車など幅広くレンタサイクルを取り揃えています。これから
も川崎駅前で皆さまの自転車生活を支援しますので、いつ
でもお気軽にお立ち寄りください。

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。

