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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。
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　区内で栽培した菜の花から菜種油を搾油し、その使用済み油を再資
源化する資源循環の取り組みです。菜種の刈り取り・選別や、活動報
告会として開催する菜種油の試食会に参加しませんか。
日時・場所　刈り取り・選別…6月の晴天の日10時〜12時、13時〜15
時（詳細は後日登録者へ連絡）、古沢・早野・黒川の圃場（集合は区役所）。
料理講習・試食会…8月下旬10時〜13時、麻生市民館料理室（詳細は
後日登録者へ連絡）
定員　10人

5月25日までに電話かFAX（住所、氏名、年齢、電話番号を記入）
で、かわさきかえるプロジェクト（林）☎ 299-6460。［抽選］
区役所企画課☎965-5112、 965-5200

6月12日㈰ 13時～14時
オープニングイベント　
会場は新百合ケ丘エルミロー
ド１階吹き抜け広場
定員なし

6月18日㈯ 10時開演（9時半開場）　
スクールコンサート（小学生・高校生部門）　
区内の小学校・高校の合唱、吹奏楽など
定員1,000人

6月19日㈰ 13時開演（12時半開場）
コーラスのつどい　
プロの講評が楽しみなコーラ
スの祭典
定員1,000人

6月25日㈯ 13時半開演（13時開場）
アコースティックコンサート
バラエティーに富んだ器楽
演奏
定員950人

7月1日㈮ 13時開演（12時半開場）
かなでようあさおの響き（中学生部門）
区内中学校の合唱、吹奏楽、合同演奏など
定員1,000人
7月2日㈯ 13時半開演（13時開場）
ポピュラーコンサート
ジャズ、ポップス、カントリー
など主に電気楽器を使用したさ
まざまなジャンルの音楽演奏
定員600人

7月3日㈰ 14時半開演（14時開場）
ファミリーコンサート
世代を超えて、気楽に楽しむ
オーケストラ（要申し込み）
定員800人

６月3日（必着）までに往復ハガキに応募者全
員（１枚で4人まで）の氏名、住所、電話番号と「ファ
ミリーコンサート希望」を記入し〒215-8570麻
生音楽祭実行委員会事務局（区役所地域振興課
内）☎965-5370、 965-5201。［抽選］

「自然エネルギー施設見学会」参加者募集
　川崎臨海部の自然エネルギーや環境関連施設をバスで巡ります。
日時　6月6日㈪8時〜18時（予定）、雨天決行
スケジュール　7時50分新百合21ビル前広場集合〜水素利用施設
「H

エイチツーワン

₂One」（川崎マリエン）〜川崎生命科学・環境研究センター L
ライズ

iSE（昼食）〜
入江崎水処理センター〜入江崎総合スラッジセンター〜18時区役所解散
定員　40人　参加費　500円（保険、資料代など）
持ち物　飲み物･弁当･帽子
※希望者には弁当（600円）を事前申し込みで用意
します
※抽選結果はＦＡＸまたはメールか郵送でお知らせします

5月25日（必着）までにハガキ（1通で2人まで）に参加者全員の住所、氏
名、年齢、電話番号、FAX番号、弁当希望の有無、あればメールアドレス
を記入し〒215-8570麻生区役所地域振興課「施設見学会」担当☎965-
5370、 965-5201。［抽選］

2016年 第１回あさお自然エネルギー学校
講演会「自然エネルギー中心の持続可能な社会を目指して 
〜私たち市民の重要な役割〜」

日時	 5月28日㈯13時半〜16時　
　　　（開場13時）
講師	 和田	武氏	
　　　（和歌山大学客員教授）

会場　区役所第１会議室
定員　当日先着100人
区役所地域振興課☎965-5370、
965-5201

　地球温暖化対策などに関する講演会を開催します。

菜の花プロジェクト参加者募集

（（（新区長就任挨拶）））
　4月1日付で麻生区長に就任した北沢仁美です。
　麻生区は、緑豊かな自然と、春の「アルテリッ
カしんゆり」をはじめ、アートと食の祭典「しんゆ
りマルシェ」など、四季折々のさまざまな催しが
開催される芸術・文化の薫りあふれるまちです。
　区役所としましては、誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らし続けられるよう、多様な主体が地
域で支え合う「地域包括ケアシステム」の基盤づく
りにしっかりと取り組んでまいります。皆さんの
ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

　31回目を迎えた区民手作りの麻生音楽祭。ことしも見どころ、聴きどころ満載です。
特に記載のない限り、会場は麻生市民館ホール。入場は当日直接会場へ（要申し込みは除く）。入場無料。

　2016年は川崎市と韓国・富
プチョン

川
市の友好都市提携20周年の節目
です。“音楽で結ぶ友情のかけ橋”
として7月に韓国を訪問し、富
川市・ソウル市他でコンサート

を行うテアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケス
トラが、韓国公演記念･特別演奏会を開催します。

【新世界より】と【映画音楽】
日時　6月25日㈯14時開演(13時半開場)
会場　昭和音楽大学テアトロ･ジーリオ･ショウワ
出演　指揮：星出豊　佐山雅弘ジャズトリオ（ピア
ノ：佐山雅弘、ドラムス：荒山諒、ベース：横田健斗）
プログラム　
第1部　ドボルザーク「新世界より」
第2部　映画音楽「スター･ウォーズ」「黒いオル
フェ」「ゴジラ」「ライムライト」他
料金　Ｓ席3,500円　Ａ席2,500円　Ｂ席1,500円

昭和音楽大学演奏センター☎953-9865。
［先着順］

麻生区クールアース推進委員会からのお知らせ！

韓国を訪問するテアトロ・ジーリオ・
ショウワ・オーケストラの特別演奏会

豊かな音色を感じてみませんか
ことしも始まる麻生の音楽の季節を、見て、聴いて、感じてみませんか？

星出豊

佐山雅弘 荒山諒 横田健斗

北沢仁美　
麻生区長

第3 1回麻生音楽祭2 0 1 6スケジュール
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ガキで。［抽選］
おたっしゃ茶のみ会

　コグニサイズを始めましょう。6月
17日㈮13時半～15時。市内在住で
60歳 以 上、40人。 5月16日から
直接か電話で。［先着順］

おはなし会(麻生図書館)
　５月18日～６月８日の水曜。3・4歳は
14時半～。5歳以上は15時～。2歳は
５月25日と６月８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)

　５月18日～６月15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       

　◎しんゆりジャズスクエア…6月3
日㈮19時開演。美空ひばりが愛唱し
たジャズの名曲をお届けします。出演：
松永明子（ボーカル）、若宮功三（ピア
ノ）、田辺充邦（ギター）、店網邦雄（ベー
ス）、今泉正義（ドラム）。
アルテリオ映像館上映情報

　「母よ、」「これが私の人生設計」…5
月14日～27日。「最高の花婿」「光り
の墓」…5月21日～6月3日。「さざな
み」「オマールの壁」5月28日～6月10

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　栗木山王山特別緑地で竹林整備をします。
日時 第4回：6月11日㈯9時半～12時 
 第5回：6月24日㈮9時半～12時
集合場所　栗平駅南口9時集合

５月１５日からハガキに氏名、住所、電話番号、メールアドレス、
希望の日を記入し〒211-0052中原区等々力3-12市公園緑地協会

「森づくり」☎711-6631、 722-8410

　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　６月９日㈭13時15分～16時半解散予定（小雨決
行）
集合場所　小田急線鶴川駅北口
コース（約４km）　鶴川駅北口→馬頭観音→東光院→
岡上の板碑（東光院内）→岡上神社→営農団地→観光
農園やまかげ（ブルーベリー）→鶴川駅（解散）
定員　30人
費用　500円（資料代・保険料）

５月２６日（消印有効）までに往復ハガキ（1通2人ま
で）に「旧岡上村の歴史散策」、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

　福祉クラブ生活協同組合による模擬店や福祉活動の紹介、チャリティーイ
ベントなど。
日時　６月５日㈰10時半～14時
場所　上麻生北第２公園※雨天時は家事介護W

ワーカーズコレクティブ

.Co「にじ」・「ゆり」で開催
福祉クラブ生活協同組合☎045-547-1400、 045-547-1414。

健康福祉局庶務課☎200-2421、 200-3925

　「麻生市民交流館やまゆり」では、パワーポイントとエクセルのデータ入力・表の編
集を学べる講座を開催します。団体活動に生かせる技術をこの機会に学びませんか。
日時　7月3日～12月4日の第１日曜、10時～12時、全6回
場所　麻生市民交流館やまゆり
定員　20人程
費用　１，０００円（資料代）
※麻生市民交流館やまゆりの登録団体を優先します
※詳細は麻生市民交流館やまゆりと区役所で配布中のチラシをご覧ください

５月16日から電話かＦＡＸ（氏名、住所、電話番号を記入）で麻生市民交流館や
まゆり☎951-6321、 951-6467。［先着順］

　子どもに関わる活動を展開している団体・グループによる演奏や模範演技などの実
演とおもしろ科学教室・囲碁大会・折り紙講習など。また隣の公園では我

が ら く た

楽多市開催。
日時　５月２９日㈰10時～16時
会場　麻生市民交流館やまゆり

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

かわさきの森づくり参加者募集

麻生の歴史散策
「旧岡上村の歴史散策」

第21回ふくしまつり

パワーポイントとエクセル：表計算塾

第9回「ビバ！ かがやくこどもたち」

日。「世紀の光」…5月28日～6月3日。
「モヒカン故郷に帰る」…6月4日～終
了日未定。「山河ノスタルジア」…6月
11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）。

28年度麻生消防団ポンプ操法大会
　地域の防災リーダーとしての役割
を担う麻生消防団が、休日夜間を問
わず励んできた訓練の成果を披露し
ます。６月５日㈰８時半～１２時（雨天決
行）。区役所駐車場で。開催に伴い６
月４日㈯２１時から大会当日１４時まで区
役所駐車場が利用できなくなります。

　いずれも同センターで。
ふれあいバザー

　バザーや模擬店を開催します。6月
4日㈯10時半～14時。
食生活講座

　男の料理教室「ステップアップ編」…
6月15日㈬9時半～12時。市内在住
で60歳以上、12人。600円。 5月
23日（必着）までにハガキ持参か往復ハ

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）・対象他

1 歳 児
歯 科 健 診

歯科健診と歯科相談。6/9㈭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

5/16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。6/8㈬9：15～10：30。
就学前の子どもと保護者、15組

離乳食教室
ステップ１

離乳食の進め方についての話、個別相談。6/10㈮、
6/24㈮、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

アートセンター
☎955-0107、 959-2200

http://kawasaki-ac.jp/
チケット専用ダイヤル

☎959-2255（平日9時半～19時半）

「母よ、」
ⓒSacher Film Fandango . Le Pacte . 
ARTE France Cinema 2015

歳は14時45分 ～、6歳 以 上は15時
10分～。いずれも絵本コーナーで。
当日先着20人。

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。5月26日㈭13
時半～15時(開場13時)。同学園で。
当日直接。
45春の天体観望会
　春の星座、木星、火星の解説とブ
ラックライトシアター「おおくま座とこぐ
ま座」他。雨天、曇天は天文集会のみ。
５月14日㈯19時～20時半。同学園で。
当日直接。小学生以下は大人同伴で。

麻生消防署
☎951-0119、 951-0221

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