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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。

第５期区民会議、いよいよ大詰め
 ６月で終わる第５期区民会議は２つの部会に分かれ、審議を進めてきました。

区民会議全体会議の傍聴者募集

　区では、誰もが住みやすいまちを目指し、地域
の特性を生かした事業を行っています。

●芸術・文化のまちづくり事業���約1,532万円
◦芸術、音楽などのイベントの開催
◦区のイメージアップの推進 など
●農と環境を活

い

かしたまちづくり事業
�������������約674万円
◦農と環境による地域活性化
◦「里地・里山フォーラム」の開催 など

●すこやか・支え合いまちづくり事業��約325万円
◦地域包括ケアシステムの推進に向けた
　普及啓発 など
●安全・安心まちづくり事業�����約648万円
◦災害発生時の避難所の設備充実 など
●総合的な子ども・子育て支援事業

� �������������約811万円
◦大学と連携した子育てイベントの開催
◦子育て関連の情報発信 など

●コミュニティづくり事業�����約1,570万円
◦「麻生市民交流館やまゆり」の利用促進 など
●スポーツのまち麻生推進事業����約３０９万円
◦スポーツ資源の活用 など
●区の新たな課題即応事業費����� ５００万円
●その他��������������約829万円

日時　５月６日㈮13時15分～16時半ご
ろ（小雨決行）
集合場所　黒川駅改札前
コース（約４．８km）　黒川駅→西光寺→
汁守神社→セレサモス→柿生発電所→石
造物→毘沙門堂→黒川高区配水所→よこ

やまの道（防人見返りの峠）→はるひ野駅
（解散）
定員　30人
費用　500円（資料代・保険料）

４月22日（消印有効）までに往復ハ
ガキ（1通2人まで）に「旧黒川村の歴史散

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

区役所総務課☎965-5108、 965-5200

※詳細は区ホームページをご覧ください
区役所企画課☎965-5112、 965-5200

　子どもから高齢者・障害者まで全ての地域住民を対象とした「地域包括ケアシステム」を推進する
ための組織として、区役所内に「地域みまもり支援センター」を設置します。これに伴い、４月１日
㈮から下表のとおり区役所の窓口が変更となります。

組織名 窓口 主な業務

地域みまもり支援センター 
地域ケア推進担当 ４階41番

民生委員児童委員、保護司会、戦没者遺族関係、日本赤十字社、
災害見舞金、指定難病、公害健康被害補償、成人・小児ぜん息

そく

、
原爆被爆者援護関係、地域包括ケアシステムの推進に向けた企画・
調整、子ども・子育てに関する企画・調整、区地域福祉計画の策定・
推進 など

地域みまもり支援センター
地域支援担当 ４階42番 母子健康手帳、乳幼児健診、子ども・子育て相談、健康づくり・生

活習慣病予防、介護予防、歯科保健、栄養指導・食育推進 など
市税証明発行コーナー ３階30番 市税証明書の交付

衛生課 ３階31番 結核・HIV・インフルエンザなど感染症対策、医務・薬務、食品衛生、
環境・水道衛生、犬の登録 など

地域みまもり支援センター
保育所等・地域連携 ３階32番 地域の子ども・子育て支援、保育所等の子ども関係施設との連携・

支援 など
地域みまもり支援センター
学校・地域連携 ３階32番 区における教育支援推進、学校教育活動支援 など

保険年金課 ２階７番
～11番

国民健康保険料の決定・通知、減免・軽減、国民健康保険・後期高
齢者医療の資格・給付、介護保険料の決定・通知、保険料の納付・
相談、小児・ひとり親・重度障害者医療、国民年金保険料の免除、
給付受け付け など

道水路台帳閲覧窓口 ２階12番 公図、道水路台帳閲覧等の受け付け、業務問い合わせ など

高齢・障害課 ２階13番
・14番

高齢者の福祉サービス・相談、介護保険の認定・給付、身体・知的
障害者福祉、精神保健福祉 など

児童家庭課 ２階15番 保育所入所、児童扶養手当、母子父子寡婦福祉資金貸付、小児
慢性特定疾病医療費助成、特定不妊治療費助成 など

28年度地域課題対応事業の紹介 区役所の窓口が変わります

みんなで力を合わせて、
暮らしやすい社会へ
～第６期区民会議委員を募集します～

　区民会議では、子どもも大人も、
みんなが生き生きと暮らせる社会
を目指して、身近な視点から地域課
題の解決に向けて取り組んでいま
す。今回は、７月から新しく始まる
第６期区民会議委員を募集します。
募集人数　７人以内
任期　７月１日～30年6月30日
応募資格　区内に1年以上在住・在
勤・在学の18歳以上の人（市職員と
市付属機関の委員は除く）
　申込書は、区役所企画課で配布

している他、区ホームページから
もダウンロードできます。

４月28日までに企画課に事
前連絡（必須）、５月13日までに申
込書に必要事項を記入し、「これま
での麻生区区民会議の取組を踏ま
え、委員として取り組みたいこと」
をテーマとした小論文（800字程
度、書式自由）を添えて直接、区
役所企画課☎965-5112、 965-
5200。［選考］。※結果は全員に通
知します

旧黒川村の
歴史散策

日時　5月13日㈮15時～17時
　　　（開場14時45分）
場所　区役所第1会議室
定員　当日先着15人
内容　各部会における審議結果報告
❶若い世代が住みやすい
　まちづくり部会
　「麻生区の魅力のブランド化とPR」
と「空き家の利活用」を審議テーマと

して、具体的な取り組みに向けて、
審議を進めています。
❷市民活動・地域活動の活性化部会
　最優先テーマ「ボランティアの活
動促進」について、審議を進めてい
ます。2月には「健康寿命を延ばす
には？」をテーマにフォーラムを開
催しました。

区役所企画課☎965-5112、
965-5200
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心ときめく、あさおのまちづくりを、
一緒に考え、行動してみませんか。
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　男の料理教室「ステップアップ編」…
５月18日㈬９時半～12時。市内在住
の60歳以上12人。600円。 ４月
20日(必着)までにハガキ持参か往復
ハガキで。［抽選］
おたっしゃ茶のみ会

　「胃がん・食道がんについて」…５月
24日㈫13時半～15時。市内在住の
60歳以上50人。 ４月15日から直
接か電話で。［先着順］
紅茶を楽しむ会

　５月25日、７月27日、10月26日、12
月21日、29年３月15日の水曜、13時半
～14時半、全5回。市内在住の60歳以
上12人。400円。 ４月20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)
　４月20日～５月11日の水曜(５月４日
を除く)。3・4歳は14時半～。5歳以
上は15時～。2歳は４月27日と５月11
日の10時半～。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)

　４月20日～５月11日の水曜。3～5

　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       

　◎しんゆりシアターミュージカルカン
パニー公演「ヴェローナ物語」…４月26
日～５月３日。(４月26日…18時半～。
４月27日、29日、５月1～３日…14時～。
４月30日❶14時～❷18時半～。４月
28日休演)。◎人形劇団ひとみ座 大
江戸人形喜劇「弥次さん喜多さんトン
ちんカン珍道中」…５月５日㈷ ❶11時
～❷14時～。◎京楽座「をぐり考」… 
５月７日㈯17時～。８日㈰14時～。ふ
じたあさや・中西和久コンビによる説
経節シリーズ第３弾。
アルテリオ映像館上映情報

　「愛しき人生のつくりかた」…４月２
日～15日。「ロパートキナ 孤高の白
鳥」「Maiko ふたたびの白鳥」…４月９
日～22日。「ディーパンの闘い」…４月
16日～29日。「日本映画大学シネマ
列伝Vol.3」…４月23日～29日。「あま
くない砂糖の話」…４月23日～5月6
日。「風の波紋」…４月23日～５月13日。

「くまのアーネストおじさんとセレス

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　月読緑地で下草刈りをします。
日時　５月29日㈰９時半～12時（荒天中止）
集合場所　月読神社（上麻生7-38）　

４月15日から住所、氏名、電話番号、メー
ルアドレス、参加日を記入し、ハガキで〒211-
0052中原区等々力3-12市公園緑地協会☎711-
6631、 722-8410

　区内の公的機関や各種施設などの情報を盛り込んだ地図
「麻生区ガイドマップ2016」を発行しました。区役所、麻生
市民館、麻生図書館などで4月1日から配布します。

区役所地域振興課☎965-5116、 965-5201

　あさお区民記者クラブが、区内の市民活動団体や市民活
動ができる場所などを取材。区民の視点でまとめた情報誌
を作成しました。４月１５日から先着で100部配布します。
配布場所　区役所地域振興課、麻生市民交流館やまゆり（上
麻生1-11-5）

麻生市民交流館やまゆり☎951-6321、 951-6467。
　区役所地域振興課☎965-5116、 965-5201

　ボランティア希望者もボランティア依頼者も気軽に相談
できる場所です。
日時　第１・３火曜13時～16時（祝日を除く）
場所　福祉パルあさお多目的フリースペース（万福寺 
　　　1-2-2新百合21ビル１階）

麻生区社会福祉協議会☎952-5500、 952-1424
第３回かわさきの森づくり

参加者募集

ガイドマップが新しくなりました！

あさお市民活動レポート
あさおナビ2016を配布します

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）

ティーヌ」…5月5日。「ロブスター」「マ
ジカル・ガール」…４月30日～5月13日。

「グランドフィナーレ」…５月７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）。

カローリングタイム参加者募集
　室内で行うカーリングに似た競技。
年齢・性別などを気にせず楽しめる
ニュースポーツです。第２土曜、12
時半～13時40分。小学３年生以上。
麻生スポーツセンターで。運動できる
服装、室内用の運動靴で。 開催日
の１週間前から直接か電話で。当日
参加も可能。

　いずれも同センターで。
バザー用品の募集

　６月４日㈯に開催するふれあいバ
ザーの出品物の寄贈をお願いします。
日用品、雑貨、食器類、衣服（新品か
クリーニング済みのもの）など。背広、
古本、家電、古布団、ぬいぐるみは
ご遠慮ください。 ５月２日から直接。
介護予防教室

　「セラバンド体操７回シリーズ」…５月
13日～７月１日の金曜(６月３日を除く)、
10時～12時。市内在住の60歳以上
40人。 ４月20日(必着)までにハガキ
持参か往復ハガキで。［抽選］

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

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。5/12㈭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

4/18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。5/11㈬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

離乳食の進め方についての話と個別相談。5/13㈮、
5/27㈮9:30～（9:15～）。5～7カ月の子どもの保護者
30人。母子健康手帳、筆記用具を持参

（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。

区役所地域支援担当
☎965-5160、 965-5169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

「愛しき人生のつくりかた」
ⓒ2013 Nolita cinema-TF1 Droits 
Audiovisuels-UGC Images-Lesfilms du 
Monsieur-Exodus-Nolitainvest

ボランティア相談コーナー

避難所一覧も掲載

地
域
活
動
の
き
っ
か
け
に

歳は14時45分～ (５月４日は10時半
～ )。6歳以上は15時10分～ (５月４
日は11時～ )。いずれも絵本コーナー
で。当日先着20人。

　いずれも同学園で。
音楽交流サロン奏

　合唱やコンサート、市民企画で一
緒に楽しみませんか。４月28日㈭13
時半～15時(開場13時)。当日直接（団
体は事前連絡が必要）。
45歌って地域を奏でよう♪
　本格的なボイストレーニングとコー
ラス指導を経て、最終日に音楽交流サ
ロン「奏

かなで

」へ出演します。５月12日、26
日、６月９日、23日の木曜、いずれも
10時～12時（６月23日は15時まで）、
全４回。 5月6日（必着）までに直接、
電話、FAXで。［抽選］

　区役所、市民館などで配布してい
る他、麻生観光協会のホームページ
からもご覧いただけます。

麻生スポーツセンター
☎951-1234、 952-2447

食生活講座

区役所地域振興課
☎965-5113、 965-5201

麻生観光ガイドブック「麻生の魅力」
改訂版を発行しました

川崎授産学園
〒215-0001麻生区細山1209

☎954-5011、 954-6463


	1604_麻生区版_1面
	1604_麻生区版_2面

