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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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公園調整池の地下トンネルを見学し、鶴見川で生き物を採取
し観察します。夏休みの思い出づくりや、自由研究に子どもと一緒
にぜひご参加ください。
日時　8月6日㈯9時～12時（荒天中止）
場所　恩廻公園調整池（下麻生3-1-1）、鶴見川流域
対象　区内在住・在学の小学3～中学3年生までの子どもと保護者
定員　30組60人

7月6日（必着）までに区ホームペー
ジ、または往復ハガキ（全員の氏名（ふ
りがな）、住所、電話番号、学校名、
学年を記入）で〒215-8570麻生区役
所地域ケア推進担当「鶴見川」☎965-
5303、 965-5169。［抽選］

　麻生ヤマユリ植栽普及会では、ヤマユ
リの開花に合わせて花の展示とパネル展
を開催します。区の花ヤマユリを身近に
感じて、かつて麻生区一帯に咲き誇って
いたヤマユリの魅力をこの機会に堪能し
てみませんか。
期間　６月２７日～７月１2日

※開花状況によ
り変更の可能性
があります
場所　区役所
ロビー
区役所地域振興課☎965-5370、

965-5201

区の花ヤマユリ展示会

大雨対策として次のことに注意しましょう
排水ます、U字側溝の点検
擁壁（土留め）の点検
気象情報（特に注意報、警報）に注意
�避難に備え、非常時の持ち出し品と
避難所の確認

土砂災害・浸水に対する備えを！

　保育の経験や読み聞かせ、手遊び、工作、リトミック
などの特技を生かして、地域の子育てグループなどの活
動を支援する「子育てボランティア」に参加してみません
か。経験に合わせた支援活動ができます。※利用会員（子
育てグループ）も随時募集しています
詳細は 検索麻生区子育て人材バンク

子育てボランティア登録票（区役所で配布中、区ホー
ムページからダウンロードも可）に記入し郵送かFAXで
〒215-0031麻生区栗平2-3-11ベルヴィル2階ＩＣＴ教育総
合研究所☎980-1341、 980-1251
区役所地域ケア推進担当☎965-5303、 965-5169

子育てグループの活動支援をしてみませんか？ 
「新米パパ＆マタニティの育児講座」

　日本映画大学白山キャンパスで、
映画のシナリオ作りから編集まで、本
物の映画作りにチャレンジしてみませ
んか。最終日はイオンシネマで上映会！
日時　8月17日㈬～20日㈯9時半～17時
（19日10時～16時、20日9時～11時）
場所　日本映画大学白山キャンパス（白山
2-1-1）、イオンシネマ新百合ケ丘（上麻生
1-19-1）
対象・定員　全日参加できる区内在住・在
学の小学４～６年生。40人　

7月21日（必着）までに区ホーム
ページ、または往復ハガキ（氏名（ふり
がな）、保護者氏名、住所、電話番号、
学校名、学年、どんな映画を作りたい
かを記入）で〒215-8570麻生区役所
地域ケア推進担当「こども映画大学」☎
965-5303、 965-5169。［抽選］

　10月9日㈰に区役所で開催する区
民まつりの舞台参加者を募集します。
出演場所　
❶野外ステージ（※ステージの形
態は、変更する場合があります）ま
たは❷市民館舞台のどちらか一つ
（いずれも２０団体前後）
対象
区内在住・在勤・在学の団体、サー
クル、個人（宗教、政治に関わる
ものは除く）
参加条件
次の全てを満たすこと
�大掛かりな舞台装置、機材、楽
器などが不要で、準備に時間を
要しない

�必要機材、楽器などを用意（搬
入、搬出を含む）できる
説明会に出席できる
�その他、参加応募要領に記載の
とおり
６月３０日（必着）までに担当課

で配布中の参加申込書に必要事項
を記入し直接かFAXで❶区役所衛
生課（野外ステージ）☎965-5162、
965-5204❷区役所生涯学習支

援課（市民館舞台）☎951-1300、
951-1650。［選考］

※参加決定者にのみ連絡します。
申込団体が多数となった場合は、
出演時間の調整などを行うことが
あります

　これからの梅雨期は風水害の危険
性が高まります。特に麻生区は市内
で土砂災害警戒区域が最も多く分布
しています。土砂災害ハザードマップ
麻生区版で自宅周辺の土砂災害警戒
区域をあらためてご確認ください。

区役所危機管理担当☎965-5115、 965-5201

　初めて子どもを持つパパ、ママ
を応援します！　ステップ1：助産師
の話、先輩の子育て体験談。ス
テップ2：育児講座。あそびの会。
日時　�ステップ1：７月２３日㈯�

ステップ2：10月22日㈯�
１０時～１２時

場所　地域子育て支援センター�
みなみゆりがおか
対象　これから子どもが生まれ
る男性、０歳の子ども（第1子）を
持つ男性とそのパートナー

定員　４０人程度
７月５日までに区ホームページ、

または往復ハガキ（全員の氏名（ふり
がな）、当日現在の妊娠週数か、子
どもの月齢、住所、日中連絡のつく
電話番号、助産師への質問、｢新米パ
パ＆マタニティの育児講座｣を記入）で�
〒215-8570麻生区
役所保育所等・地域
連携☎965-5220、
965-5207。［抽

選］

舞台参加者募集！
第34回

あさお区民まつり
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　あさお芸術のまちコ
ンサート推進委員会では	
29年1月7日に開催する、
新春コンサート＜忘れ
ない～明日に向かって
since3・11＞「世界をめぐる音のパレット」に
出演する合唱団員を募集します。詳細は、区役所窓口で
配布しているチラシをご覧ください。
対象　小学２～中学３年生の80人
条件　次のすべての日程に参加できること
説明会・広報写真撮影	 ❶７月９日㈯１７時半～１９時半
練習　	❷９月３日㈯	❸１０月８日㈯	❹１１月２６日㈯	❺１２月

１６日㈮いずれも１７時半～１９時
リハーサル　❻29年１月６日㈮　本番　❼１月７日㈯	
場所　	❶❷❸麻生市民交流館やまゆり　	

❹❺❻❼麻生市民館
費用　保険代など	１人１，５００円
歌唱指導　丸山博子氏、村谷祥子氏他

６月２７日(必着)までに往復ハガキに全員の氏名、住
所、電話番号、学年、学校名、年齢、保護者名を記入
し〒215-8570麻生区役所地域振興課☎965-5116、
965-5201。［抽選］

第24回参議院議員通常選挙関係のお知らせ

　西生田中学校体育館の改修工事に伴い、投票場所を西生田中学校B
棟１階少人数教室に変更しました。
対象：	高石1丁目（16～17、24以降）、高石2丁目、高石3丁目

期日前投票所

　期日前投票は、「麻
生区役所」と「柿生分
庁舎」で投票できま
す。詳しくは、選挙
時に送付する案内を
ご覧ください。

少年少女合唱団、団員募集
あさお芸術のまち

区選挙管理委員会☎965-5109、 965-5200

第３投票区の
投票場所変更

２８年度市民提案型協働事業が決まりました
　区では地域団体の提案を受け、地域課題に協働で取り組んでいます。今年度、3つの
事業が選考により決定しました。
●菜の花でつながる人とまち　
●伝承遊びで街おこし～和凧つくりと凧揚げ大会～
●超高齢団地の“支え合い”立ち上げ事業
区役所企画課☎965-5112、 965-5200

　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 						　
　◎しんゆり寄席…６月25日㈯14時
開演。出演：初音家左橋（演目「唐茄子
屋政談」）、桂米多朗、柳家ろべえ、
桃月庵はまぐり。終演後には演者との
交流会も行います（１時間程度、交流
会参加費1,000円）。
アルテリオ映像館上映情報

　『ハロルドが笑うその日まで』…６月
４日～６月１０日。『モヒカン故郷に帰
る』…６月４日～６月１７日。『孤独のスス
メ』…６月１１日～６月２４日。『山河ノス
タルジア』…６月１１日～６月２４日。『Ｆ
ＡＫＥ』…６月１８日～７月１日。『バンク
シー・ダズ・ニューヨーク』…６月１８日～
７月１日。『父を探して』…６月２５日～７
月8日。『偉大なるマルグリット』…６月
２５日～７月８日。『バベットの晩餐会』
…６月２５日～７月８日。『ミスター・ダイ
ナマイト』…７月２日～７月１５日。※日

曜の最終回と月曜（祝日の場合翌日）
は休映。

住宅用太陽光発電説明会開催
　6月20日㈪14時～16時。麻生区
役所第5会議室で。事前申込制。
当日までに電話、FAX、メールで。

ボランティア養成講座
　テーマ：「人を支援するということの意
味を考えてみよう」❶6月20日㈪10時～
12時❷6月20日㈪～23日㈭13時半～
15時のいずれか１日❸6月24日㈮13時
半～15時。同学園で。20人。❶❸講義。
講師：山中達也氏（山梨県立大学人間
福祉学部	准教授）❷ボランティア体験。
6月16日までに直接か電話で。［抽選］
音楽交流サロン奏
　6月23日、7月14日の木曜、13時
半～15時(開場13時)。同学園で。当
日直接（団体は事前連絡が必要）。

　いずれも同センターで。
食生活講座
　男の料理教室「ステップアップ編」…
7月20日㈬9時半～12時。市内在住
の60歳以上、12人。材料費600円。
6月23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
　「歯医者さんに聞けない口腔ケア」
…7月15日㈮13時半～15時。市内
在住の60歳以上、20人。 6月15
日から直接か電話で。［先着順］

おはなし会(麻生図書館)
　6月15日～7月13日の水曜。3・4
歳は14時半～、5歳以上は15時～（6
月29日を除く）。2歳は6月22日と7月
13日の10時半～。小学生以上は6月
29日の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)
　6月15日～7月13日の水曜。6月29日
のみ「おりがみひろば」。3～5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。

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除
細動器）の取り扱いを学びます。６月
２８日㈫１３時半～１６時半。麻生消防
署で。３０人。 ６月１５日から直接か
電話で。［先着順］

区役所で古着を回収します　
　不要になった衣類を必要としている
人に譲りませんか。6月18㈯、25日
㈯、9時半～15時半。区役所駐車場
横（時計台前）で。汚れや破れがある
ものは不可。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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

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。

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

『ミスターダイナマイト：ファンクの帝王
ジェームス・ブラウン』
ⓒ2015	Mr.	Dynamite	L.L.C.

多摩生活環境事業所
☎933-4111、 934-8550

区役所地域振興課
☎965-5370、 965-5201
73tisin@city.kawasaki.jp

市消防防災指導公社
☎366-2475、 366-0033

（電話受け付けは平日8：30～12：00、13：00～17：00）
健診・検診案内など保健福祉

センター

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。7/14㈭	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

6/15から電話で
［先着順］
地域支援担当
☎965-5160
965-5169

スマイル歯
みがき教室

ブラッシング実習と歯科相談。7/13㈬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。7/8㈮、
7/22㈮、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

生活習慣病・
禁 煙 相 談

保健師・栄養士・歯科衛生士による健康相談。
7/7㈭13：30～14：50。※要予約

※6/15から電話で
［先着順］
地域支援担当
☎965-5157
965-5169

認 知 症
介 護 教 室

介護者の座談会・学習会。7/27㈬13：30～15：
30（13：15）。認知症の家族を介護する介護者、
認知症高齢者（当日直接）

アートセンター
☎955-0107、 959-2200
チケット専用ダイヤル

☎959-2255（平日9時～19時半）

川崎授産学園
☎954-5011、 954-6463
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