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17万7,360人
7万6,103世帯
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2月は第3月曜日に、3月は第2月曜日に区役所ロビー・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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区内に広がる活動の輪
　区内には公園、緑地、農地、川など身近な自然があり、
さまざまな人々が多様な活動を行っています。どんな活動を
しているのでしょう？ これから私たちは何ができるのでしょう
か？ ヒントが見つかるフォーラムです。
日時　2月24日㈯10時～15時45分（開場9時15分）
場所　麻生市民館大会議室
内容　山伏のほら貝演奏、区内小
学校の体験学習発表、自然素材を
使ったワークショップ、30団体（予
定）によるポスターセッションなど

里山フォーラムin麻生☎070-6426-6123
麻生市民館☎951-1300 951-1650

　麻生区と多摩区の区界にある高石歩道
橋周辺で一斉落書き消しを行います。き
れいで安全なまちを作りましょう。
日時　3月3日㈯10時集合（雨天中止）
集合場所　読売ランド前駅南口

3月2日までに電話かFAXで区役所
地域振興課「あさお落書き消し隊」☎965-
5370 965-
5201
※ 汚れてもいい

服装で参加
してください

　ボランティア同士の交流を通して、ネットワー
クを広げてみませんか。
日時　3月2日㈮13時半～
16時半
場所　区役所第1会議室
定員　100人
対象　ボランティア活動中
の人、学生、福祉関係施設職員

2月26日までに直接か電話で。または住
所、氏名、電話番号を記入しFAXかメールで
麻生区社会福祉協議会☎952-5500 952-
1424 kouza@asao-shakyo.com［抽選］

“２０１８里山フォーラムｉｎ麻生”
～麻生の魅力「里地里山」を

のこし・かかわり・つなぐ～
一斉落書き消し 麻生区ボランティアの

つどい（交流会）

市民活動検索サイトが使いやすくなりました！

　新たな地域コミュニティーづく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。

　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9日㈪13時半～16時
募集説明会　4月9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

29年度の活動報告会と30年度の募集説明会

麻生区地域コミュニティー活動支援事業 
30年度助成事業募集

　麻生市民館大ホールのステージで一緒
に歌ってみませんか。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。
本番日時　8月26日㈰10時～16時
練習場所　麻生市民館大会議室

　活動分野、活動日、費用など、自分の条件に合った団体の情報を気軽に調べられます。ぜひ、ご
活用ください。 麻生市民館☎951-1300 951-1650

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9日～4月23日（必着）
プレゼンテーション　5月1日㈫13時半～18時
※ 詳細は麻生市民交流館やまゆりと区役所で配布中

の募集案内か麻生市民交流館やまゆりHPをご覧
ください。
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］

あさお芸術のまちコンサート「夏のハーモニー」合唱参加者募集

麻生区市民活動団体検索サイト

　川崎フロンターレの2017
明治安田生命J1リーグ優
勝を記念し、1月9日開催
の麻生区賀詞交歓会で記
念の盾を贈呈しました。

日時　3月3日㈯13時半～15時半（雨天や災害発
生時はコーナーを縮小して実施） 
場所　麻生消防署
内容　こども救助体験、消
防車見学、地震体験、119
番通報体験、こども消防服
の試着など

麻生消防署予防課☎951-0119 951-0221

麻生消防フェア
～見て・触れて・学ぶ麻生消防署～ 　プロバスケットボールリーグ「Ｂリーグ」のホーム

ゲームに招待します。 日時…3月16日（金）19時5
分試合開始、3月17日（土）16時5分試合開始。いずれも滋
賀レイクスターズ戦 場所…とどろきアリーナ 対象・定員…区
内在住で各試合100組200人。座席は2階スタンド自由 3
月7日（消印有効）までに往復ハガキに住所、氏名・ふりがな、
電話番号、希望日、観戦人数を記入し〒210-0024川崎区

日進町7-1川崎日進町ビルTBLSサービス（株）バスケットボール事業部麻生
区民招待受付担当か応募用HPで。［抽選］　 区役所地域振興課☎965-
5223 965-5201　※中学生以下は保護者と来場

川崎ブレイブサンダース ホームゲーム区民招待おめでとう!! 
川崎フロンターレ

2/24㈯
10時～

15時45分
3/3㈯
10時～

3/2㈮
13時半～
16時半

対象　小学2～中学3年生（4月1日現在）、60人
説明会　5月18日㈮17時半～19時半
練習　6月15日㈮、29日㈮、7月6日㈮、14日
㈯の17時半～19時半と8月3日㈮、24日㈮の15
時～18時
リハーサル　8月25日㈯13時～17時
歌唱指導　丸山博子、村谷祥子、五百沢春奈他
費用　保険代など　1人1,500円

❶あさお芸術のまち  少年少女合唱団2018

対象　高校生以上、80人
説明会　5月18日㈮19時半～21時
練習　6月15日㈮、29日㈮、7月6日㈮、
14日㈯の19時半～21時と8月3日㈮、
24日㈮の18時～21時
リハーサル　8月25日㈯12時～17時
歌唱指導　辻端幹彦、大森寿枝他　
費用　保険代など　1人1,000円

❷忘れない～明日に向かって
　Since3・11合唱団2018

参加しよう！ 活用しよう！
環境、音楽、福祉など、区内ではさまざまな活動が行われています。あなたも一歩踏み出してみませんか。

5月1日(必着)までに往復ハガキに❶は氏名、保護者氏名、住所、連絡先(保護者携帯電話
番号など)、学校名、学年（4月1日現在）を記入❷は氏名、住所、電話番号、パート、「土の歌」楽
譜希望の有無（※希望する場合は約2,000円実費、持っている場合は不要）を記入し〒215-8570
麻生区役所地域振興課☎965-5116 965-5201。［抽選］
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応募用HP
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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 3/8㈭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

2/15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 3/7㈬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 ❶3/9㈮
❷3/23㈮、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

認 知 症
介 護 教 室

介護者の座談会・学習会 3/28㈬13:30～（13:15
～） 認知症の家族を介護する介護者、認知症高
齢者

2/15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。

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       

◎しんゆり寄席…2月17日㈯14時。
柳家さん喬、初音家左橋他。◎カン
パニー間公演『wonder』…3月3日～
4日。「不思議の国のアリス」をモチー
フにした摩

ま か

訶不思議な旅物語。◎人
形劇団ひとみ座『うろんなむし』…3月
15日～20日。ナンセンスの鬼才エド
ワード・ゴーリーの絵本を人形劇化。
アルテリオ映像館上映情報  

　日本映画大学映画・映像文化コース
3年上映企画ワークショップvol.3『楢

山節考』他7作品、『ジャコメッティ 最後
の肖像』…2月14日～23日。『謎の天
才画家 ヒエロニムス・ボス』、『永遠の
ジャンゴ』…2月17日～3月2日。『はじ
めてのおもてなし』、『ライオンは今夜
死ぬ』…2月24日～3月9日。『ベロニカ
との記憶』…3月3日～16日。『恋多き
女 デジタル修復版』…3月3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）。

教育委員会生涯学習推進課
〒210-8577川崎区宮本町6

☎200-3303 200-3950

社会教育委員会議専門部会の
市民委員を募集

　今後の麻生市民館の各種事業の企
画実施について調査審議します。
市内在住1年以上で20歳以上の区民
1人（市職員・市付属機関委員は除く）

2月28日（消印有効）までに、応募
用紙に小論文（2,000字程度、様式自
由）を添えて直接か郵送で。［選考］任
期や小論文テーマなどの詳細は、区
役所などで配布するチラシか市HPで。

区役所企画課
☎965-5112 965-5200

区民会議全体会議を
傍聴しませんか？

　 2月20日㈫15時(開場14時半) ～
区役所第１会議室 当日先着20人。

区役所地域振興課
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5113 965-5201

旧王禅寺村　麻生の歴史散策
　早咲きの玉

たまなわざくら

縄桜を観賞しながら、王
禅寺や琴平神社を巡ります。 3月5
日㈪13時15分新百合ヶ丘駅南口9番
バス停集合、16時半頃解散 30人

500円 2
月19日(消印有
効)ま で に「第7
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。

麻生市民館
☎951-1300 951-1650

あさおSOUND＆VISION2018
　ジャンルを超えた音楽・ダンス・パ

フォーマンスのコンサート。 3月10
日㈯13時開演（開場12時半） 麻生市
民館大会議室 当日先着300人。

麻生スポーツセンター
〒215-0021麻生区上麻生3-6-1
☎951-1234 952-2447

春の定期教室受講者募集
親子・子ども向け 一般向け

親子げんき体操 ポールウオーキング
親子音楽うんどう
ひろば

ガールズヒップ
ホップ

ボールで遊ぼう らくらくエアロ
(女児限定)新体操 声楽＆ストレッチ
ジュニアファンク
ショナル

しなやかストレッ
チ

※詳細はお問い合わせください。 3
月8日（必着）までに往復ハガキで。［抽選］

麻生図書館
☎951-1305 952-2748

大人が楽しむお話の会
　 3月8日㈭10時半～11時50分
麻生市民館視聴覚室 15歳以上、
30人（子ども連れ不可） 2月16日10
時から電話で。［先着順］

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

春の歌声ひろば
　生バンドの演奏に合わせて、懐か
しい曲を歌います。 3月6日㈫13時
半～15時半 市内在住の60歳以上、
180人 2月15日から直接か電話で。

［先着順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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。

いのちと夢のコンサート
　映像と歌と話から、子どもたちに伝えたい大切な「いのちと夢」につい
て学ぶコンサートです。
日時　3月20日㈫14時半開演（開場14時）　場所　多摩市民館大ホール
対象・定員　家庭教育に関心のある600人　講師　弓削田健介氏

2月15日9時から直接、電話、FAX（住所、氏名、電話番号を記入）
で麻生市民館☎951-1300 951-1650。［先着順］

　ゴールデンウイークに開催予定の「川崎・しんゆり芸術祭
2018」のプレイベント。区美術家協会による絵画・工芸品の
他、区文化協会美術工芸部会による絵画・書・陶芸・生け花や、
デッサン会の作品も展示します。
日時　3月5日㈪～11日㈰10時～18時（最終日は16時まで）
場所　新百合21ホール

新百合21ホール☎952-5000 952-1350

　家族が認知症になった時の在宅療養を支えるさまざまな工夫や仕組み
を、事例を通して紹介します。

場所　区役所第1会議室　定員　当日先着180人
麻生区医師会事務局（月・火・金の10時～17時）☎ 951-1871
区役所地域ケア推進担当☎965-5303 965-5169

　障害の有無に関わらず、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し
た取り組み内容を報告します。

場所　区役所第2会議室　定員　50人
2月15日までに氏名、連絡先を記入しFAXかメールであさお基幹相談支援

センター☎299-8895 299-8896 asao-kssc@nifty.com
区役所高齢・障害課☎965-5159 965-5206。［抽選］

　自分自身も気づきにくい成人の発達障害についての講演会
です。相談先などの紹介も。

場所　区役所保健ホール　定員　当日先着60人
講師　小石誠二氏（山梨県立精神保健福祉センター所長）
地域資源紹介　川崎市発達障害地域活動支援センターゆりの木

区役所高齢・障害課☎965-5259 965-5206

　自閉症の子どもを育てた自身の経験と自閉症療育アドバイ
ザーとしての経験にもとづく講演会です。

場所　川崎授産学園　定員　150人　
講師　shizu氏（自閉症療育アドバイザー）

3月14日までに直接か電話で。または住所、氏名、電話番号、
人数を記入しFAXかメールで川崎授産学園☎954-5011 954-
6463 info@seiwa-gakuen.jp［抽選］

福祉講演会特集

在宅医療フォーラム「家族が認知症になったら」

麻生区地域自立支援協議会の活動報告会

講演会『大人の発達障害
～この生きづらさは何？～』

福祉講演会「発達障害の子どもを伸ばす
魔法の言葉かけ」

アルテリッカ新ゆり美術展

2/22㈭
9時45分
～12時

3/3㈯
14時～16時半
（開場13時半）

3/17㈯
14時～16時
（開場13時半）

2/17㈯
13時半～16時
（開場13時）


	0201_asao_P01_web1
	0201_asao_P02_web2

