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毎月第１木曜 10 時～ 14 時に、区役所ロビー・広場で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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　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
空いています。待ち時間が大変
長くなる場合もありますので、
時間に余裕を持ってお越しくだ
さい。また、区民課と保険年金
課（後期・介護保険料係、国民年
金係を除く）の窓口は、第２・４
土曜と、４月1日㈯も開設します。
区民課窓口の混雑状況は、下記
より確認できます。

３月から５月の引っ越しシーズン
窓口が混雑します
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⬅区民課混雑情報は
　こちらから

検索麻生区区民課混雑情報

........ 2～3時間待ち

........ 1～2時間待ち

........ 30分～1時間待ち
●.............比較的空いています
★.............土曜日午前中も転出入手
　　　　　続きなどができます
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

かわさきの森づくり参加者募集

　音楽・演劇・落語などジャンルを超えた30
演目37公演が開催されます。
　音楽部門の1つとして子どもやファミリー
が皆で楽しめるオーケストラコンサートを開
催します。バイオリンの凄技とオーケストラ
の大迫力をお楽しみください。
マエストロ・ホリヤンとヴァイオリン・大谷康
子の初めて体験・オーケストラコンサート
日時　５月４日㈷13時半～（開場13時）
場所　昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショ

ウワ
定員　1,200人
出演　堀俊輔（指揮）、大谷康子（バイオリン）
曲目　四季より「春」、くるみ割り人形より

「マーチ」他
費用　大人2,000円、子ども1,000円、親

子ペア2,500円（全席指定）。3歳以
下入場不可
電話でアルテリッカしんゆりチケットセ

ンター☎955-3100
（平日9時半～17時）
市民文化局市民

文化振興室☎200-
2280、 200-3248

「アルテリッカしんゆり2017」

麻生区公演

　麻生川沿いの桜が見頃を迎えます。毎年恒例の桜ま
つりに、ぜひお越しください。
日時　４月１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

麻生川桜まつり

　区内の史跡・名所を麻生観光協会のガイドと共に巡ります。
日時　4月5日㈬13時15分～16時半ごろ（小雨決行）
集合場所　柿生駅北口
コース（約6km）　柿生駅北口→麻生川→修廣寺→善正寺→片
平川→白鳥神社→金神神社→九郎明神社→古沢交差点（解散）
定員　30人　費用　500円（資料代・保険料）

３月22日（消印有効）までに往復ハガキ（1通2人まで）に
「第1回麻生の歴史散策」、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からも申し込めます

「旧片平・五力田・古沢村の歴史散策」
歴史観光ガイド（平成29年度第1回）

　第７回区観光写真コンクールに応募いただいた作品の展示を行い
ます。「魅力いっぱい麻生のまち」をテーマにした作品の中から、新た
な区の魅力を見つけてみませんか。
❶日時　３月22日～4月2日、8時半～17時　場所　区役所２階ロビー
❷日時　４月3日～９日、10時～21時
　場所　新百合ケ丘エルミロード1階（新百合ケ丘駅南口徒歩1分）

麻生の魅力がいっぱい 〜観光写真を展示します〜

　春の竹林整備をします。
日時　❶4月16日㈰❷4月21日㈮、いずれも９時半～12時
場所　❶古沢都古緑地❷早野梅ケ谷特別緑地
※集合場所などの詳細は申込者に案内します

実施日の３日前（必着）までにハガキに住所、氏名、年
齢、電話番号、メールアドレス、「希望日」を記入し〒211-
0052中原区等々力3-12市公園緑地協会☎711-6631、
.722-8410。［事前申込制］

春うらら お出掛け日和がやってきました
春を感じるイベントに参加して、区の魅力に触れてみよう！　 区役所地域振興課☎965-5113、 965-5201

夜桜ライトア
ップ

3月26日～
４月9日

　ガイドが添乗し、多摩区・麻生区の桜を巡ります。市伝
統工芸館での藍染め体験や、リニューアルしたばかりの
寿司屋でランチもできるバスツアーです。
日時　４月5日㈬９時～16時半ごろ（雨天決行）
集合場所　久地駅
コース　二ケ領用水宿河原堀の桜→伝統工芸館で藍染め
体験→枡形山展望台の桜→昼食：旭鮨→麻生川の桜→菅北
浦の桜通り→登戸駅（新百合ケ丘駅で下車も可能）
定員　25人
費用　4,500円（藍染め体験料、昼食代、保険料、資料代など）
３月15日10時から電話でスペース・プラン

☎933-0080、 933-0109。［先着順］

藍染め体験＆桜を巡るバスツアー

区役所区民課☎965-5122、
965-5202。区役所保険年金課☎
965-5189、 965-5202
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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。4/13㈭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。※要予約

3/16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。4/12㈬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と個別相談。❶4/14㈮❷
4/28㈮、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。※要予約

（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

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。

麻生区役所ロビーに記念撮影コーナーを設置しています。結婚や出生などの届出、手続きで区役所に来庁された際に、「心に残る１枚」を撮ってみませんか。

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）

　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24
日㈮19時開演。出演：平山織絵（チェ
ロ）、三井大生（バイオリン）、佐瀬正

（ベース）、井上ゆかり（ピアノ）、田
辺充邦（ギター）。◎しんゆり寄席･･･
３月25日㈯14時開演。出演：柳家小
ゑん、初音家左橋他。
アルテリオ映像館上映情報       

　「レオナルド・ダ・ヴィンチ 美と知の迷
宮」「アイヒマンを追え！ ナチスがもっと
も畏れた男」…3月11日～24日。「ショ
コラ 君がいて、僕がいる」「エゴン・シー
レ 死と乙女」「こころに剣士を」…3月
18日～31日。「ユーリー・ノルシュテイ
ン監督特集上映 アニメーションの神
様、その美しき世界」「TOMORROW 
パーマネントライフを探して」…3月25
日～31日。「お父さんと伊藤さん」…4
月1日～7日。「ホームレス ニューヨーク
と寝た男」「サクロモンテの丘～ロマの
洞窟フラメンコ」…4月上旬頃上映予
定。※日曜最終回、月曜は休映（祝日
の場合翌日に振り替え）。

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

　いずれも同センターで。
男の料理教室「基本編４回シリーズ」

　４月28日、５月26日、６月23日、７
月28日の金曜、９時半～12時。 市
内在住で60歳以上、12人。材料費
600円。 ４月６日(必着)までにハガ
キ持参か往復ハガキで。［抽選］

　❶初心者コース…４月５日、６月14日、
７月５日の水曜、材料費300円❷経験
者コース（当講座の受講年数が２年以
上の人）…４月19日、６月28日、７月19
日の水曜、材料費400円。いずれも
13時半～14時半。市内在住で60歳
以上、12人。 ３月27日までにハガ
キ持参か往復ハガキで。［抽選］

区役所地域振興課
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1

☎965-5370、 965-5201

区の花「ヤマユリ」育苗講習会
〜幼苗を無料配布します〜

　３月30日㈭13時半～15時。区役
所第１会議室で。区内在住、在勤、
在学の30人。 ３月22日（必着）まで
に往復ハガキで。［抽選］

選] 区役所危機管理担当
☎965-5114、 965-5201

振り込め詐欺防止研修会
　だます側とだまされる側の心理につ
いて学び、振り込め詐欺に遭わない
ためにどうしたらいいかを学びます。
３月23日㈭13時半～（開場13時）。区
役所第１会議室で。当日先着150人。

区役所企画課
☎965-5112、 965-5200

28年度麻生区
市民提案型協働事業報告会

　地域課題の解決のために、地域の
団体と区役所が協働して実施した事業
の報告会です。３月13日㈪10時半～
12時(開場10時15分)。区役所第３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6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。
区民会議を傍聴しませんか？

　第６期区民会議では、（仮称）市民活

動・絆づくり検討部会と（仮称）麻生区
の魅力の発掘・発信検討部会の２つの
専門部会に分かれて審議を進めてい
ます。次回全体会議は３月21日㈫15
時（開場14時半）から区役所第１会議
室で開催します。当日先着20人。

経済労働局農地課
☎860-2461、 860-2464

早野地区・春の里山体験ツアー
　貴重な里地里山風景が残る早野地
区を巡ります。のらぼう菜の摘み取
り体験もあります。３月22日㈬9時半
～12時半。があでん・ららら（下麻生
3-32-5）に集合。30人。100円。
３月17日までに電話で。［抽選］

川崎授産学園
〒215-0001麻生区細山1209

☎954-5011、 954-6463

　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。３月23日㈭13
時半～15時(開場13時)。当日直接（団
体は事前連絡必要）。
春の天体観望会

　木星、春の星座の解説やブラック
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。４
月８日㈯19時～20時半。小学生以下

は大人同伴で。

区医師会事務局
☎ 951-1871

第２回市民のための在宅医療フォーラ
ム「あなたにあった在宅療養を知ろう」

　状況・事例に沿った在宅医療の形を
紹介します。３月18日㈯14時～16時
半(開場13時半)。新百合21多目的
ホールで。当日先着250人。

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

おはなし会(麻生図書館)
　３月15日～４月12日の水曜。3・4歳
は14時半～14時50分。5歳以上は
15時～15時半。（３月29日を除く）。2
歳は３月22日と４月12日の10時半～
10時50分。 小学生以上は３月29日
16時～16時40分。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)

　❶３月15日㈬と22日㈬。3～5歳
は14時45分～15時5分、6歳以上は
15時10分～15時40分。❷３月29日
㈬。１・２歳は10時半～10時40分、３
歳以上は10時45分～11時５分、６歳
以上は11時10分～11時40分。いず
れも絵本コーナーで。当日先着20人。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

第32回麻生音楽祭2017 参加団体募集

　金程中学校区「わ・わ・わ・クラブ」に続く、区内２番目の区民主体の総合
型地域スポーツクラブです。柿生小学校や片平川沿
いのスポーツ・健康ロードでスポーツ教室を開催する
など、スポーツのまちづくりを目指します。

区役所地域振興課☎965-5223、 965-5201

　ことしで32回を迎える麻生音楽祭。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18日(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
8日㈯10時から麻生市民館第1会議室で開催

３月24日(必着)までに往復ハガキに団体名、編成（男声・女声・混声・
児童）、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］

　　 平成28年７月10日に執行された第24回参議院議
員通常選挙において、新たに選挙権を得た区内の18歳、
19歳の選挙人の投票率（神奈川県選挙区選挙）は、次の
うちどれでしょうか。

麻生区選挙管理委員会☎965-5109、 965-5200

みんなで知ろう!選挙のこと～1月1日号　第2回選挙クイズ解答～

　新たな地域コミュニティ作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　区内を活動拠点とする５人以上の団体
募集期間　4月17日㈪～5月8日㈪(必着）
プレゼンテーション　5月15日㈪13時半～
※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
ジからもダウンロードできます)

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

　交流イベントの企画など、新しい活動の
展開を考える団体はぜひご参加ください。
活動報告会　4月17日㈪13時半～15時半
募集説明会　4月17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

柿生地区
問題

正解
①の

「59％」

総合型地域スポーツクラブ「ＧＥＴ」誕生！

28年度の活動報告会と
29年度の募集説明会

麻生区地域コミュニティ活動支援事業  29年度助成事業募集！

①59％②38％③84％

中国茶を楽しむ会


