
10月21日は
区の木
「禅寺丸柿」
の日です
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（平成29年9月1日現在）

17万7,264人
7万5,968世帯

10

10月16日㈪、11月13日㈪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ます。
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10月22日㈰川崎市長選挙のお知らせ

　南百合丘小学校体育館の改修工事に伴い、投票場所を体育館からＣ棟１階
家庭科室に変更しました。
対象：王禅寺西１丁目～４丁目、王禅寺東１丁目（１～16、34以降）、王禅寺東
２丁目（１～14〔13-18～13-27を除く〕）、王禅寺東４丁目(１)、上麻生２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。期間は10
月９日㈷～21日㈯８時半～20時。16
日㈪～20日㈮は、区役所は８時半～
21時。詳細は、事前に送付する案内
をご覧ください。

区選挙管理委員会☎965-5109 965-5200

第９投票区の
投票場所変更

10月22日㈰に行われる川崎市長選挙
の期日前投票期間は何日間でしょうか。次の
うちから選んでください。

　正解者の中から抽選で10人にトラベルセットが当たり
ます。応募は１人１回です。当選者の発表は賞品の発
送をもって代えさせていただきます。

10月31日(消印有効)までに、住所、氏名、電話
番号、年齢、クイズの答え、選挙に対する意見を記入し、
直接(区役所、市民館、図書館、柿生分庁舎に応募箱
と応募用紙を用意)か郵送で〒215-8570麻生区選挙管
理委員会☎965-5109 965-5200。［抽選］

問題

❶11日間　　❷8日間　　❸13日間

イックン

災害時に必要なノウハウや日頃から準備すべき防災対策が体験できます。ぜひ、ご参加ください。　

◆重い家具は壁などに固定しましょう
・家具などは、Ｌ型金物で壁に固定しましょう
・積み重ね家具は上下を固定しましょう
◆家具の上に重いものは置かないようにしましょう

家具の転倒防止対策をしよう！

◆携帯トイレ（汚物処理袋）を準備しましょう
・既存のトイレやダンボールにかぶせて使用します
・１人１日約５枚、７日間で３５枚以上備蓄しましょう
・ホームセンターや大手ネットショップで購入できます

トイレの対策も忘れずに！

◆水…１人１日３Ｌ、７日間で２１Ｌ必要です
・ペットボトルで飲料水を備蓄しましょう
・給水用のポリタンクの中に水を入れておきましょう
・お風呂の水をため置きし、生活用水に活用しましょう

災害が発生して救援物資が届くまでの備えとして、
麻生区では、１週間分以上の備蓄をお願いしてい
ます。

阪神淡路大震災のケガの原因の48％は「家具等の転倒落下」のため、対
策が必要です。

大地震で断水や下水道管が損傷すると、トイレが使えなくなります。

水と食料は、１週間分備蓄しよう！

◆食料…普段購入している、日持ちのするものを
・パックご飯、缶詰、レトルト食品などが適しています
・普段の生活で古いものから定期的に食べて、
　賞味期限切れを防ぎます
・食べたものは早めに買い足しておきましょう

「見るだけの訓練」から
「参加する・考える訓練」へ

消火訓練（ホースキット）

時間　９時半～12時半（荒天中止）
場所　王禅寺ふるさと公園
内容　消火訓練、一次救命・応急救護、仮設トイレ組み
立て、応急給水訓練、防災キャンプ、防災啓発展示など
区役所危機管理担当☎965-5115 965-5201

【当日実施案内】0120-910-174（無料）※携帯電話不可
　　　　　　　044-245-8870（有料）

心肺蘇生訓練 仮設トイレ組み立て訓練

防災
キャンプ

みんなで知ろう!! 選挙のこと
〜選挙クイズ〜

みんなで備えよう！

麻生区ふれあい公園

同 時 開 催

時間　10時～15時（雨天中止）
内容　移動動物園、動物・野鳥のクイズなど
区役所道路公園センター

☎954-0505 954-6283
※当日の開催可否は、
　0180-99-1175（音声案内）

麻生区総合防災訓練に行こう！土
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子どもが
楽しめる訓練も

盛りだくさん！
起震車の体験や
スタンプラリー、
炊き出しの試食も
できます！
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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 11/９㈭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。※要予約

10/16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 11/８㈬9:15～
10:30 就学前の子どもと保護者、15組。※要予約

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 ❶
11/10㈮❷11/24㈮、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。※要予約

食生活改善推
進員養成教室

食を通じたボランティア養成教室。健康、運動、食
に関する講話、調理実習。 ❶11/９❷11/16❸
11/30❹12/７の木曜、❶❸❹9:30～12:00(9:15
～)、❷14:30～16:30(14:15～) 全日程参加で
きる区民20人 ❸のみ材料費負担

認知症サポー
ター養成講座

認知症についての講話 11/６㈪14:00～15:30 
100人。 電話かFAXで。※要予約

健 康 づ く り 
講 演 会

ロコモ予防で元気に長生き！
講師：別府保男医師（新百合ヶ丘総合病院整形外科）

11/22㈬14:00～15:30(13:30～ ) 100人。
※要予約

10/16から
電話で。［先着順］

地域支援担当
☎965-5157

965-5169

（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       

　◎ミュージカル『ねこはしる』…10
月14日㈯～22日㈰。原作:工藤直子、
脚本・演出:ふじたあさや、音楽：西村
勝行。動植物が描くいのちの輝きの
物語。◎しんゆり寄席…10月28日
㈯14時。桂米助、三遊亭小円歌他。
アルテリオ映像館上映情報

　『パ ターソン』…9月30日 ～10月
20日。『ギミー・デンジャー』、『あさが
くるまえに』、『もうろうをいきる』…
10月７日～13日。『静かなる情熱 エミ
リ・ディキンスン』、『セザンヌと過ごし
た時間』、『50年後のボクたちは』、『わ
たしたち』…10月14日～27日。※日
曜最終回、月曜は休映（祝日の場合
翌日に振り替え）

区役所地域振興課
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5116 965-5201

あさお区民運動会
　パン食い競争や長距離走など、自
由参加の種目もあります。 10月15
日㈰９時～15時。雨天中止 麻生水
処理センター (麻生環境センター )あ
さおふれあいの丘 小学生以上。
麻生菊花大会

　麻生菊花会メンバーが丹精込めて
育てた菊の花を展示します。メンバー
も募集中。 11
月２日㈭～12日
㈰ 麻生市民館
野外ステージ。
第127回あさお芸術のまちコンサート 
ユニヴァーサルコンサート

　世代、ジャンル、障害の有無など
あらゆる垣根を超えて音楽を楽しむ
コンサート。出演：アンサンブル あさ
お（県立麻生養護学校高等部）、新山
開・新山茜、夕やけ山合唱団他。詳
細は区HPで。 11月３日㈷13時半
～15時 半(開 場13時) 新 百 合21
ホール
当日先着
350人。

やまゆりＤＡＹ
　子どもも大人も楽しめる市民活動Ｐ
Ｒイベント。ステージでの実演やクラ
フト体験など。 11月３日㈷10時半
～15時 新百合ヶ丘エルミロード１

階吹き抜け広場 麻生市民交流館や
まゆり☎951-6321 951-6467
あさお区歩け歩け運動

　多摩区の生田緑地を歩きます。当
日直接。軽装・運動靴で。各自昼食
持参。 11月５日㈰９時半向ヶ丘遊
園駅南口集合、15時頃解散。雨天
時は11月12日㈰に順延。
第8回 あさお青玄まつり

　川崎フロンターレの選手と地域の
ふれあいイベント。ステージ、アトラ
クション、 出店など。 11月12日
㈰11時半～15時 川崎フロンター
レ麻生グラウンド他。

歴史観光ガイド
　浄慶寺ほか旧上・下麻生村の歴史
散策。 11月14日㈫13時15分柿
生駅南口集合、16時半頃解散 30
人 500円 10月31日(消印有効)
までに「第5回歴史散策」も記入し往
復ハガキ(1通2人まで)で。［抽選］※
麻生観光協会HPからも可能。
自然エネルギー施設見学会

　王禅寺エコ暮らし環境館などをバ
スで巡ります。 11月17日㈮8時
50分新百合21ビル前広場集合、17
時区役所解散 区内在住、在勤・在
学の40人 500円(弁当は別途600
円) 10月25日(必着)までに弁当希
望の有無も記入し往復ハガキ(１通２
人まで)で。［抽選］
区の花ヤマユリ 球根鉢植え講習会

　 11月17日㈮13時半～16時 区
役所会議室、市民館野外ステージ
区内在住・在勤・在学の30人 1,500
円 10月20日
(必着)までに往
復ハガキで。［抽
選］
和凧づくり・凧揚げ大会実技講習会

　指導員育成のための講習会。
12月3日㈰10時～14時 区役所第
2会議室 15人

10月16日から
直接か電話で。

［先着順］

区役所企画課
☎965-5112 965-5200

サトヤマアートサンポ2017
　❶和光大学学生による野外アート展

11月10日㈮～19日㈰ 黒川駅南口
～セレサモス～明治大学黒川農場周辺
❷作品解説付きアート散策ツアー 11
月11日㈯10時～(受け付け9時半～)
黒川駅南口集合 当日先着30人。

区役所地域ケア推進担当
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5303 965-5169

来て!見て!つなごう心の輪!
第28回あさお福祉まつり

　福祉施設・団
体の活動紹介、
高齢者疑似体
験、飲食の模擬

店など。 10月29日㈰10時～15時。
雨天決行 区役所・市民館。
第２回赤ちゃん学講座
─赤ちゃんは音楽家?!─

　赤ちゃんと音楽の関係、成長への影
響など、育児の中の音楽について考え
る講座。講師:梶川祥世氏(玉川大学脳
科学研究所)。 11月10日㈮10時～
11時半 区役所第１会議室 乳幼児
の保護者・妊娠中の人とそのパートナー
など80人 10月16日から子どもの年
齢も記入し区HPかFAXで。［先着順］
交流コンサート 音楽の贈り物2017

　昭和音楽大学の学生と演奏や楽器
体験などを通じて交流します。 12
月３日㈰14時～ 昭和音楽大学南校
舎１階スタジオブリオほか 区内在住・
在学の小学生・就学前の子どもとその
保護者100人 11月16日(必着)まで
に子どもの年齢も記入し区HPか往復
ハガキで。［抽選］

区役所保育所等・地域連携
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5220 965-5207

みんなで体操を楽しもう!
　「アレックス体操」や「おにのパンツ」、

「輝いてあさお」などあさお運動普及
推進員と健康体操を行います。 11
月７日㈫10時半～ 栗木台すげ沢公
園(栗木台1-8) 50人 10月31日(必
着)までに電話か区HPで。［抽選］
麻生区子育て講座～子どもの可能
性を広げる絵本の時間の作り方～

　絵本の選び方や子育てに役立つヒ
ントも聞ける講座。講師：山本直美氏
(NPO法人子育て学協会)。 11月14
日㈫10時～11時半 区役所第１会議
室 就学前の子どもの保護者60人。
保育あり(要予約) 10月31日(必着)ま
でに子どもの年齢、保育希望の有無
も記入し区HPか往復ハガキで。［抽選］
パパとあそぼう☆パワフルキッズ

　体操あそびのプロ集団「きのいい羊

達」による体を使った触れ合い遊び。
12月２日㈯10時～11時 麻生ス

ポーツセンター２階小体育室 ２歳か
ら就学前の子どもと保護者40組
11月17日(必着)までに区HPか往復ハ
ガキで。［抽選］

麻生市民館
☎951-1300 951-1650

大人の文化祭
　英語で絵本、ヨガ、焼き物など。
詳細は10月3日から案内を同館で配
布。 11月３日㈷❶10時～❷12時
～❸14時～ 同館 内容により実費
負担 10月17日９時から直接か電話
で。［先着順］

麻生市民館岡上分館
☎988-0268 986-0472

みんなでつくるカフェコンサート
　音楽とお茶で交流しませんか。
10月28日㈯13時20分～ 同館体育
室。会場へ直接。

麻生図書館
☎951-1305 952-2748

秋の親子おはなし会
～人形劇を楽しもう～

　 11月15日㈬❶14時半～❷15時
半～ 麻生市民館大会議室 ３歳か
ら小学６年生までの子どもと保護者各
回100人 10月20日10時から整理
券配布。［先着順］

交通局運輸課
☎200-3232 200-3946

「溝口駅」と「新百合ヶ丘駅」を結ぶ
市バス路線新設

　10月１日㈰から、「溝11系統・溝口
駅南口～新百合丘駅前」のバス路線
を新設します。また、「溝17系統・溝
口駅南口～柿生駅前」の系統番号を

「溝10」へ変更し、 ダイヤ改正しま
す。詳細は、市バスHPで。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

夕やけ山合唱団

新山開 新山茜赤松美紀・加藤桜子


