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毎月第1木曜10時～14時に、区役所ロビー・広場にて区内の障害者団体を主体とした、障害者福祉施設で作られた製品の合同販売会を開催しています。

暖かくなるこの季節、
外に出て春を感じてみませんか。

しんゆり・芸術のまち　春の風物詩

大型連休はアルテリッカしんゆりへ
　ことしで８回目を迎える総合芸術祭「アルテリッカしんゆり」。今回の特長
は、未来を担う子どもたち育成のための「親子で楽しむクラシック」、大江戸
人形喜劇「弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中」、「こども寄席」、さらには
０歳児から参加できるコンサート「森のくまさん音楽会」など、子どもを対象
とした公演が充実していることです。その他、クラシック、バレエ、ジャズ、

演劇、和太鼓、能・狂言など16日間、33演目・45公
演が行われます。各公演チケットは販売中です。

和太鼓芸能集団　梵天森のくまさん音楽会 東京交響楽団　指揮 飯守泰次郎

アルテリッカチケットセンター☎955-3100（9時半〜17時）
市民・こども局市民文化室☎200-2280、 200-3248

　毎年恒例の桜まつりを楽しみながら、見頃を迎えた麻生川の桜で
花見をしてみませんか。
日時　４月２日㈯12時半〜15時半
　　　（雨天時は翌日開催）
場所　JAセレサ川崎パーシモン（片平２-30-15）
内容　桜まつり式典、地域の唄や踊り、
　　　よさこいソーラン、お囃

は や し

子、飲食の屋台
　　　など

　第２回選挙クイズ「平成28年夏に参議院議員通常選挙が予定
されています。参議院議員通常選挙に立候補できる年齢要件は
次のうちどれでしょうか」の正解は、１番の満30歳以上でした。

みんなで知ろう!選挙のこと
～第2回選挙クイズ解答～

麻生区選挙管理委員会☎965-5109、 965-5200
区役所区民課☎965-5122、 965-5202

　区役所保険年金課☎965-5189、 965-5202 イックン

 ....... 2〜3時間待ち
 ....... 1〜2時間待ち
 ....... 30分〜1時間待ち

★ ............ 土曜窓口開設日
 （８時半〜12時半）
取り扱い業務　転出入の手続きなど。詳細は市版4面を参照

３月から５月の
引っ越しシーズン窓口が混雑します

　区内の史跡・名所を麻生観光協会ガイドの解説を聞きながら巡ります。
日時　４月１日㈮13時15分〜16時半ごろ（小雨決行）
集合場所　新百合ケ丘駅南口３番バス停
コース（約4km）　新ゆりグリーンタウンバス停→むじなが池公園→白山神社→ 
　　　　　　　　籠口ノ池公園→化

けしょうめんやとこうえん

粧面谷公園→琴平神社→王禅寺→王禅寺ふ 
　　　　　　　　るさと公園（解散）
定員　30人　費用　500円（資料代・保険料）

３月18日（消印有効）までに往復ハガキ（１通２人まで）に「王禅寺村歴史散
策」、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し〒215-8570麻生区役所地域振興
課☎965-5113、 965-5201。［抽選］。
※麻生観光協会のホームページ（ http：//asao-kankou.jp/）からも申し込め
ます

麻生の歴史散策「旧王禅寺村」

麻生川桜まつり

　月曜・金曜や11時〜14時頃の時間
帯が特に混雑し、週の中頃や午前
中の早い時間帯は比較的すいていま
す。待ち時間が大変長くなる場合も
ありますので、時間に余裕をもって
お越しください。また、区民課と保
険年金課（国民年金係を除く）の窓口
は、第２・４土曜と、４月2日㈯も臨
時に開設します。区民課窓口の混雑
状況は、下記QRコードや区ホーム
ページで確認ができます。
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15周年記念　シネマ・サロンコンサート
あさお芸術のまちコンサート
Vol.115
　映画にちなんだ音楽を気楽に楽しめるコンサートを開催します。
日時　３月21日(祝)13時〜（開場12時半）
場所　アートセンター３階コラボレーションスペース
席数　80席（当日先着）
出演　�堀米綾（ハープ）、山崎ふみこ（ビ

ブラホン）、今野勝晴（ピアノ）
曲目　�ボレロ、白い恋人たち、引き潮、

シェルブールの雨傘 他
区役所地域振興課☎965-5116、
965-5201

花見の季節、
春を感じて

期間　3月20日〜４月10日
区役所地域振興課☎965-5113、 965-5201

提
ちょうちん

灯・投光器による夜桜のライトアップ
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～14時半、全5回。❶❷❸いずれも同
センターで。市内在住で60歳以上の
各12人。材料費❶600円❷各600円
❸各300円。 3月25日（必着）まで
にハガキ持参か往復ハガキで。［抽選］

おはなし会(麻生図書館)
　3月16日～4月13日の水曜。3・4歳
は14時半～。5歳以上は15時～。2
歳は3月23日と4月13日の10時半～。
小学生以上は3月30日16時～。いず
れも図書館集会室で。当日先着30人。
おはなし会(柿生分館)

　3月16日～30日の水曜。3～5歳は
14時45分～ (3月30日は10時半～ )。
6歳以上は15時10分～ (30日は11時
～ )。いずれも絵本コーナーで。当日

　詳細はお問い合わせください。
アルテリオ小劇場上演情報

　◎しんゆりジャズスクエア…３月25
日㈮。19時開演。おなじみのスタン
ダードナンバーをお届けします。出演：
平賀マリカ（ボーカル）、Miya（フルー
ト）、堀秀彰（ピアノ）、田辺充邦（ギ
ター）、井上陽介（ベース）。◎しんゆ
り寄席…３月26日㈯14時開演。出演：
初音家左橋、桂三木男、宝井琴柳、
三遊亭歌実。予定演目「らくだ」。
アルテリオ映像館上映情報

　「ニューヨーク 眺めのいい部屋売り
ます」…3月5日～4月1日。「独裁者と
小さな孫」「最愛の子」…3月12日～25
日。「それいけ！アンパンマン ミージャ

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

麻生区地域コミュニティ活動支援事業 ２８年度助成事業募集！

「ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります」
ⓒ2014 Life Itself, LLC ALL Rights 
Reserved

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

第３１回麻生音楽祭２０１６　参加団体募集

　6月～7月に開催する区民手作りの麻生音楽祭。今回はコーラスの部の参加団
体を募集します。
出演予定日・場所　6月19日㈰、麻生市民館ホール
参加条件　❶区内で活動している10人以上のグ
ループ（指揮者、伴奏者除く）❷演奏は8分以内❸事
前の運営委員会に必ず出席し、当日の運営・進行お
よびプログラム最後の合同演奏に参加すること
※詳細は区役所などで配布中のチラシなどをご覧く
ださい。第1回運営委員会は4月9日㈯10時から麻生市民館第1会議室で開催

3月25日(必着)までに往復ハガキに編成（男声・女声・混声・児童）、団体名、
人数、代表者の住所、氏名、電話（FAX）番号、メールアドレスを記入し〒215-8570
麻生区役所地域振興課内麻生音楽祭事務局☎965-5370、 965-5201。［選考］

ホールに響き渡るコーラス

　区民一人一人が取り組める身近なエコ活動と
して、区では区民や市民活動団体などと協力
して、廃食油の回収をしています。回収された
油は、リサイクル石けん「きなりっこ」やバイオ
ディーゼル燃料にリサイクルしています。
回収時間・場所　第1水曜9時～12時、区役所
2階ロビー
※回収は、区内の店舗や個人宅などでも行って
います。詳細は、区ホームページをご覧ください

かわさきかえるプロジェクト事務局☎299-
6460（林）、区役所企画課☎965-5112、
965-5200

使用済みてんぷら油を回収しています！

　地域の皆さまに、社会福祉への関心を深めてい
ただくことを目的として、「KAWASAKIアーツ」にご
協力いただき、認知症を理解する動画上映とトーク
ショーを開催します。
日時　３月２３日㈬12時半開場
13時…動画上映（上映時間93分）
15時…トークショー開始（終了16時10分予定）
場所　新百合21多目的ホール
対象　区内在住の人
定員　当日先着400人

麻生区社会福祉協議会☎952-5500、 952-
1424

長編動画「毎日がアルツハイマー」
上映と関口祐加監督のトークショー

　新たな地域コミュニティづくりにつながる事業を行
う団体に10万円（上限）を助成します。事業の選考や
調整は、あさお市民活動サポートセンターが行います。
対象　麻生区を活動の拠点とする5人以上の市民団体
募集期間　4月18日～5月6日（必着）
プレゼンテーション　5月16日㈪13時半から
※詳細は麻生市民交流館やまゆりと区役所で配布中
の募集案内をご覧ください（麻生市民交流館やまゆり
ホームページ http://web-asao.jp/yamayuri/か
らダウンロードも可)

募集案内に添付の申込書を記入し直接か郵送で
〒215-0021麻生区上麻生1-11-5麻生市民交流館や
まゆり。［選考］

　昨年度に助成を受けた団体の報告会と
今回の募集説明会を行います。新しい活
動の展開を考える団体はぜひご参加くだ
さい。
日時　活動報告会　４月18日㈪13時半～
15時半　募集説明会　４月18日㈪16時～
17時、18時～19時（２回実施）
会場　麻生市民交流館やまゆり（当日直接）

麻生市民交流館やまゆり
☎951-6321、 951-6467

27年度の活動報告会と
28年度の募集説明会

アートセンター
〒215-0004麻生区万福寺6-7-1
☎955-0107、 959-2200

http://kawasaki-ac.jp/
チケット専用ダイヤル☎959-2255

（平日9時～19時半）

と魔法のランプ」…3月19日～25日。
「ひつじ村の兄弟」…3月19日～4月
1日。「放浪の画家 ピロスマニ」「蜃気
楼の舟」…3月26日～4月1日。「サウ
ルの息子」「ロイヤル・コンセルトヘボウ
オーケストラがやって来る」･･･4月2日
～終了日未定。※日曜最終回、月曜
は休映（祝日の場合翌日に振り替え）。

27年度提案事業報告会
　地域課題の解決のために、地域の
団体と区が協働で実施した提案事業
の報告会です。3月14日㈪14時半～
16時(開場14時15分)。区役所第１会
議室で。 傍聴は当日先着15人。 新
年度事業選定のための公開プレゼン
テーションは4月7日㈭を予定していま
す。詳細は区ホームページをご覧くだ
さい。

食生活講座
　❶男の料理教室「ステップアップ編」
…4月20日㈬9時半～12時❷男の料
理教室「4回シリーズ」…4月13日、5月
11日、6月1日、7月6日の水曜9時半
～12時、全4回❸中国茶を楽しむ会…
4月27日、6月22日、9月28日、11
月30日、29年1月25日の水曜13時半

先着20人。

第10回さとやま研修会
　高石特別緑地保全地区(高石5-2)で
クズツルの除去などを行います。3月
20日㈷9時半～12時（荒天中止）。同
緑地東側入り口に集合。15歳以上
30人。 3月17日（必着）までにハガ
キで。

音楽交流サロン奏
　合唱やコンサート、市民企画を一
緒に楽しみませんか。3月24日㈭13
時半～15時(開場13時)。同学園で。
当日直接。

区役所企画課
☎965-5112、 965-5200

麻生老人福祉センター
（麻生いきいきセンター）

〒215-0006麻生区金程2-8-3
☎966-1549、 966-8956

市公園緑地協会
〒211-0052中原区等々力3-12

☎711-6631、 722-8410

川崎授産学園
〒215-0001麻生区細山1209
☎954-5011、 954-6463

事業名 内容・日時（当日受付時間）・対象・費用他

1 歳 児
歯 科 健 診

歯科健診と歯科相談。4/14㈭❶9:15～（9:00～）❷10:15
～（10:00～）。1歳3カ月未満で歯について相談したい人、
心配なことがある人、各回15人。母子健康手帳持参

3/16から
電話で

[先着順]
スマイル歯
みがき教室

ブラッシング実習と歯科相談。4/13㈬9:15～10:30。
就学前の子どもと保護者、15組

離乳食教室
S t e p 1

離乳食のすすめ方についての話や個別相談。4/8㈮、
4/22㈮9：30～（9:15～）。5～8カ月頃の子どもと保
護者、各30人。母子健康手帳、筆記用具持参

（電話受け付けは平日8：30～12：00、13：00～17：00）

いずれも、会場は保健福祉センター。車での来場はご遠慮ください。

区役所地域保健福祉課
☎965-5157、 965-5204健診・検診案内など保健福祉

センター

麻生図書館・柿生分館
麻生図書館

☎951-1305、 952-2748
柿生分館

☎986-6470、 986-6472
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