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（平成30年2月1日現在）

17万7,476人
7万6,171世帯
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3月は第2月曜日に、4月は第3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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危ない！
　スマートフォンやイヤホンを使用しながらの運転は、周
囲への注意力が低下し、重大な事故につながる恐れがあ
るため、法律で禁止されています。絶対にやめましょう。
　歩行者も、歩きスマホにより注意力が散漫となり、事故
や犯罪被害に遭う例が起きています。

新生活シーズン、交通ルールとマナーを確認しよう！

春を感じてみませんか 今年で10周年！
アルテリッカしんゆり2018

子どもの安全は、家庭・地域・ドライバーから

夕方・夜間は反射材

麻生区では、２９年の交通事故の発生件数・死者数・負傷者数のいずれも前年より増加しており、特に、自転車の事故が多く発生しています。
もう一度、交通ルールやマナーについて確認して、新生活シーズンを迎えましょう。

区役所危機管理担当☎︎965-5114 965-5201

　毎年恒例の桜まつりを行います。
日時　3月31日㈯12時半～16時（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 初めてのクラシックコンサート　
大谷康子＋カルテット＋ピアノ

日時　5月5日㈷14時～（開場13時半）　
場所　昭和音楽大学ユリホール
定員　350人
出演　大谷康子（バイオリン）、シスレー弦楽
四重奏団、小山さゆり（ピアノ）
曲目　エルガー「愛の挨拶」、サラサーテ「ツィ
ゴイネルワイゼン」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）。2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10時～17時） 955-
3212

市民文化局市民文化振興室☎︎200-2280 
200-3248

　区内の史跡・名所を麻生観光協会ガイドの解説と共
に巡ります。
日時　4月2日㈪13時15分～16時半ごろ（荒天中止）
集合場所　はるひ野駅南口
コース（約5km）　はるひ野駅南口→よこやまの道→黒
川高区配水所→柿生発電所→汁守神社→セレサモス
→黒川青少年野外活動センター→黒川駅（解散）
定員　30人　費用　500円（資料代・保険料）

3月19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HPからも申し込めます

　ガイドが添乗し、多摩区・麻生区の桜を巡ります。
日時　4月3日㈫9時～16時半ごろ（荒天中止）
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：旭鮨総
本店新百合ケ丘本館→セレサモス→麻生川の桜→
登戸駅（新百合ケ丘駅で下車も可能）
定員　25人（最少催行人数20人）
費用　3,950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］

　事故の多くは、通勤・通学の時間帯に発生してい
ます。また、自転車の人身交通事故の７割は、自転
車側に何らかの違反がありました。
　ルールとマナーを守り事故を防ぐとともに、万一
の備えとして自転車保険に入りましょう。

　事故防止のため、歩行者も自転車に乗る人も、
反射材付きのアクセサリーやタスキ、靴に貼る
シールなどを活用しましょう。

麻生川桜まつり

歴史観光ガイド「旧黒川村の歴史散策」
藍染め体験＆桜を巡るバスツアー

区役所地域振興課
☎︎965-5113 965-5201

×並走

夜間はライトを
点灯

左側通行

×飲酒運転

13歳未満は
ヘルメットを着用

×迷惑駐車

×歩道での
　歩行者妨害

車道が原則。標識等で走
れる区間でも歩行者優先

×二人乗り

×傘差し運転
×片手運転

自転車のルールとマナー

　音楽・演劇・落語などジャンルを超えた31演
目40公演が開催されます。
　家族で楽しめる公演の１つとして、楽しいお
話と音楽のコンサートを開催します。

人身交通事故の1/4は自転車が関係

大人がお手本　
　子どもたちが一番影
響を受けるのは、家族
など身近な人の日常の
姿です。

家の周り・通学路を
チェック
　家族で歩いてみて、
見通しの悪い交差点な
どを確認し、注意しま
しょう。「子どもの目の
高さ」で見ることが重
要です。

思いやり運転
　子どもは目の前に注
意が集まるため、自転
車や車の接近に気付か
ないことも。気持ちの
ゆとりを持ち、安全運
転をお願いします。

夜

桜ラ
イトアップ

3月25日

～

4月8日

ながらスマホ
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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 4/12㈭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

3/15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 4/11㈬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 ❶4/13
㈮❷4/27㈮、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）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       

◎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。◎しんゆりジャズスクエア…3
月23日㈮17時。ディズニー曲のジャ
ズを親子で楽しめます。高橋奈保子

（ボーカル）、河波浩平（ボーカル）他。
◎しんゆり寄席…3月24日㈯14時。
瀧川鯉昇、桂米多朗他。
アルテリオ映像館上映情報  

　『ドリス・ヴァン・ノッテン　ファブ
リックと花を愛する男』…3月3日～
16日。『ローズの秘密の頁』…3月10
日～23日。『ぼくの名前はズッキー
ニ』、『苦い銭』、『ピンカートンに会い
にいく』…3月17日～30日。『ゆれる
人魚』…3月24日～30日。※日曜最
終回、月曜は休映（祝日の場合翌日
に振り替え）。

区役所企画課
☎965-5112 965-5200

29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提案
事業の報告会です。 3月12日㈪
10時半～12時(開場10時15分) 区
役所第3会議室 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HPをご覧くだ
さい。

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

　区内で採種したヤ
マユリの実生苗を無
料配付し、育成方法
などについて説明します。 3月30日
㈮13時半～ 区役所第１会議室 区
内在住、在勤、在学の30人 3月20
日（必着）までに往復ハガキで。［抽選］

麻生区社会福祉協議会
〒215-0004麻生区万福寺1-2-2

☎952-5500 952-1424

長編動画「毎日がアルツハイマー２」
上映と関口祐加監督トークショー

　認知症の家族との日常を記録した
動画上映と、トークショーを開催しま
す。 3月15日㈭13時半～16時頃

（開場13時） 新百合トウェンティワ
ンホール多目的ホール 当日先着
400人。

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17日、5月15日、6月19日、
7月3日の火曜、9時半～12時 市内
在住で60歳以上、12人 材料費各

回600円 4月2
日(必着)までにハ
ガキ持参か往復ハ
ガキで。［抽選］
「エンディングノートの書き方」
講習

　清水晶子氏（日本クオリティオブライ
フ協会）による講習会。 4月18日㈬
13時半～15時 市内在住で60歳以
上、45人 3月15日から直接か電話
で。［先着順］

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

音楽交流サロン奏
　 3月22日、4月26日の木曜、13
時45分～15時(開場13時)。当日直接

（団体は事前連絡必要）。

　 3月28日 ～4月11日 の
水曜。3・4歳は14時半～、5
歳以上は15時～。2歳は3月28日と4
月11日の10時半～ 当日先着30人。
おはなし会(柿生分館)

　 ❶3月14日（水）。3～5
歳は14時45分～、6歳以上
は15時10分 ～。 ❷3月21日、28日
の水 曜。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
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

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。

3月
日 月 火 水 木 金 土

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

時間　8時半～12時半
開設窓口　区民課、保険年金課（後期・介護保険料係、国民年金係を除く）
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。
＊第2・4土曜日8時半～12時半は、年間を通じて開設しています。

　3月と4月は、引っ越しなどの手続きで区役所窓口が大変混雑します。時間に
余裕を持ってお越しください。午前中の早い時間帯は比較的すいています。区
民課混雑状況は、下記より確認できます。

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

区民課・保険年金課の窓口を
臨時に開きます

5月
日 月 火 水 木 金 土

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12⬅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

　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17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7日㈯10時から麻生市民館第1会議室で開催
3月23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☎965-5370 965-
5201。［選考］

第33回麻生音楽祭2018 参加団体募集あさお芸術のまちコンサート〈シネマサロンコンサート〉

331（土）

日時　3月21日㈷13時半（開場13時）
場所　アートセンター3階コラボレーションスペース
定員　当日先着80人
出演者　MINAMI & KEIKO
　　　　（下羽南（オーボエ）、伊藤恵子（ピアノ／アコーディオン））
曲目　ガブリエルのオーボエ（映画「ミッション」より）　他

区役所地域振興課☎965-5116 965-5201

おはなし会(麻生図書館)

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

 ....... 2時間以上待ち
 ....... 1時間以上待ち
 ....... 30分以上待ち


	0301_asao_P01
	0301_asao_P02

