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17万8,478人
7万7,125世帯
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8月は第3月曜、9月は第2月曜に、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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　あなたの“もっと”を引き出す、夏の終わりのイベントをご紹介します。
あさおをもっと知って、もっと楽しんで、もっと好きになりましょう！

　「子育てするなら麻生区で～安心・楽しい・助か
る～」をテーマに、子どもと触れ合い、子育て中
の人同士が交流できる体験型のイベントです。
時間　10時～15時
場所　区役所（区役所前広場、保健ホールなど）、
　　　麻生市民館

内容
●リトミック、ダンス、バルーン遊びなど体を動かすコーナー
●おもちゃで遊ぶコーナーやおもちゃを作るコーナー
●人形劇やパネルシアター、絵本の読み聞かせ
●区内保育園・幼稚園児の作品展、子育て支援団体のパネル展示
●子ども用品フリーマーケットなど
※イベントの時間など詳細は区HPをご覧ください。また、庁舎
内へのベビーカーの持ち込みはご遠慮ください

区役所企画課☎965-5112 965-5200

　誰でも気軽に参加で
きる、 年に一度の非
日常体験「なつやすみ
野外上映会」。今年は、
映画『パディントン２』

（日本語吹き替え版）
を上映します。今回は
“飛び出す絵本”を巡る
冒険！ 夏の終わりに、満天の星の下、ぜひご家族でお楽しみ
ください。
時間　（出店・関連イベントなど）17時～　上映開始19時～
場所　麻生小学校校庭（雨天・強風時は同体育館、荒天中止）　
小田急線新百合ヶ丘駅徒歩８分（※車での来場はご遠慮ください）
詳細は

KAWASAKIアーツ・しんゆり映画祭事務局☎953-7652
953-7685、区役所地域振興課☎965-5370 965-5201

ＫＡＷＡＳＡＫＩ
しんゆり映画祭
なつやすみ野外上映会
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もっと聴く

占部智美

岩本剛輝

あさお芸術のまち合奏団～あさおの仲間たち～

田坂麻木

あさお芸術のまち少年少女合唱団2018

忘れない～明日に向かってsince３・１１合唱団2018

　この夏、子どもたちと大人たちの優しさあふれる歌声
を、美しい室内アンサンブル演奏に乗せてお届けします。
　また、南黒川に新練習所を開設した「読売日本交響楽
団」の協力により、楽団員３人が演奏に参加します。公
募ゲストのフルートやピアノ演奏による、癒やしと情熱
の音楽もお楽しみください。※写真は主な出演者
時間　13時半～ (13時開場)
場所　麻生市民館ホール
定員　当日先着940人
曲目
〈第1部〉祖国の土、大地讃頌、糸、EARTH、亜麻色
の髪の乙女、熊蜂の飛行他
〈第2部　とどけ！～夏空へ～〉ありがとうの花、海の声、
オーハッピーデイ、ペルシャの市場にて、ヒーロー、さ
んぽ他
〈フィナーレ〉ふるさと、花は咲く
詳細は

区役所地域振興課☎965-5116 965-5201
検索あさお芸術のまちコンサート推進委員会

検索しんゆり映画祭

第５回
あさお子育てフェスタ

（土）
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もっと遊ぶ

もっと、あさお！
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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 9/13㈭❶9：15～（9：00
～）❷10：15～（10：00～） 1歳3カ月未満の子ど
もの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

8/15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 9/12㈬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 ❶9/14
㈮❷9/28㈮、9：30～（9：15～） 5～7カ月の子ど
もの保護者、25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       

　◎しんゆり寄席…8月25日㈯14時
開演。出演：桂米多朗他。女流講談師・
神田陽子が、怪談噺

ばなし

「応挙の幽霊画」
を披露。
アルテリオ映像館上映情報  

　『恋の花咲く　伊豆の踊子』…8月
12日、16日。『落第はしたけれど』…
8月11日、17日。『次 郎 物 語』…8月
14日、15日。『イカリエ－XB1 デジ
タル・リマスター版』…8月18日～24
日。『大いなる幻影 デジタル修復版』
…8月18日～24日。『セラヴィ！』…
8月18日～31日。『ストリート・オブ・
ファイヤー デジタル・リマスター版』
…8月25日～31日。『祝福～オラとニ
コデムの家～』、『ヒトラーを欺いた
黄色い星』、『グッバイ・ゴダール！』
…8月25日～9月7日。『子どもが教え
てくれたこと』…9月1日～21日。※
日曜最終回、月曜は休映（祝日の場
合翌日に振り替え）。

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

音楽を趣味にしませんか？「大人の
ためのはじめてのコーラス教室」

　プロの講師が、丁寧に分かりやす
く指導します。 練習日：9月23日㈰、
29日 ㈯、10月7日 ㈰、14日 ㈰、21
日㈰、27日㈯、28日㈰、11月3日㈯、
4日㈰、10日㈯の全10回。練習時間：
土曜は16時～18時、日曜は10時半
～12時半。発表会：11月11日㈰ 練
習会場：昭和音楽大学北校舎（万福寺
1-16-6）。発表会場：麻生市民館大ホー
ル 次の条件をすべて満たす人、30
人❶区内在住または在勤の50～60
歳代前後で、コーラス経験の浅い人
❷発表会当日と練習日（7回以上）に出

席可能な人 9月6日（必着）までに区
HP、FAX、往復ハガキで。［抽選］

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

市民体力テストの集い
　運動を始める前に、まずはご自分
の体力を測定してみましょう。 9月
9日㈰10時～12時（受け付けは11時
半まで） 麻生スポーツセンター。当
日直接。※車での来場はご遠慮くだ
さい。体育館シューズ持参。
歴史観光ガイド「旧上・下麻生村の
歴史散策」

　宝塔様や浄慶寺、麻生不動院など
約4kmのコースを巡ります。 ９月
26日㈬13時15分柿生駅南口集合、
16時半頃解散。荒天中止 30人
500円 9月12日（消印有効）までに

「第4回麻生の歴史散策」も記入し往
復ハガキ（1通で2人まで）で。［抽選］
※麻生観光協会HPからも申し込み可
能

「大人のための和凧
だこ

つくり講座」受
講生募集

　 ９月15日㈯13時30分～ 麻生
市民交流館やまゆり 15人 8月15
日から直接、電話で。［先着順］

危機管理担当
215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5232 965-5201
73kikika@city.kawasaki.jp

シルバードライビング教室
　 9月3日㈪10時～12時 向ヶ丘
自動車学校 区内在住65歳以上の
普通自動車免許保持者、12人 8月
17日（必着）までにハガキ、FAX、メー
ルで。［抽選］

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。
センターまつり

　盆踊りや模擬店などを実施します。
8月25日㈯17時～19時。
敬老のつどい

　❶お茶会 9月14日㈮10時半～

12時半 市内在住の60歳以上、当
日先着60人。❷演芸会出演者募集

9月14日㈮13時～15時半 20組
8月15日～9月5日までに直接。［抽

選］※観覧は自由。
男の料理教室「基本編」4回シリーズ

　 10月5日、11月16日、31年1月
18日、2月15日の金曜、9時半～12
時 市内在住の60歳以上、12人
600円 9月11日（必着）までに往復
ハガキで郵送か、ハガキ持参で直接。

［抽選］

学校・地域連携
（麻生区学校支援センター）
☎080-4158-2571 965-5207

教育ボランティア募集
　区内の小・中学校で授業の手伝い
などをする教育ボランティアを募集し
ます。 随時電話で。［選考］

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

info@seiwa-gakuen.jp

障害者支援講座（ボランティア養
成講座）

　「知ってますか？施設でのくらし」～
あなたにもできるボランティア活動～
をテーマに、障害者支援について講
義と体験でわかりやすくお伝えしま
す。 講義：8月31日㈮、9月7日㈮、
13時半～15時半。体験プログラム：

9月3日㈪～5日㈬13時半～15時
20人 8月24日までに直接、電話、
FAX、メールで。［抽選］

消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱い方法
などの講義と実習。 9月24日㈷9時
～12時 麻生消防署 30人 800
円 9月10日9時から電話、FAXで。
[先着順]

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

　※9月10日～23日は休館。
おはなし会(麻生図書館)

　 8月15日、22日、9月5日の水曜。3・
4歳は14時半～、5歳以上は15時～。
2歳は8月22日㈬10時半～。小学生
以上は8月29日㈬16時～ 図書館集
会室 当日先着30人。
おはなし会（柿生分館）

　 8月22日㈬。1・2歳は10時半～、
3～5歳は10時45分 ～、6歳 以 上は
11時10分～。8月29日、9月5日の水
曜。3～5歳は14時45分～、6歳以上
は15時10分～ 絵本コーナー 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。

　９月3日から、
バス停が３カ所
増え、併せて
運行ルートが
循環ルートの
みになります。

まちづくり局
交通政策室
☎200-2034

200-3967

高見台

ゆりがおか
療養センター前

サンラフレ
百合ヶ丘前

スーパー三和前

ヴィレッジ東

みかん園前

高石五丁目

水暮町会
百合ヶ丘駅

高石団地入口

さくらの丘

ヴィレッジ正門前

増設するバス停

生田病院

至 小
田原
駅

小
田
急
小
田
原
線

高石六丁目イトーピア
百合ヶ丘北口

原店前入口

高石団地前

NY
ファーマシー前

秋の味覚と義経史話を訪ねるバスツアー高石地区コミュニティ交通「山ゆり号」の運行が変わります
　多摩川梨を味わいつつ、義経史話が残る寺社をバスで巡り、歴史ロマンに
浸ってみませんか？
日時　９月10日㈪９時半～１６時半ごろ（荒天中止）　
集合場所　登戸駅　多摩川口エスカレーター下　
コース　妙楽寺・九郎明神社・ナシ園などを巡ります。※詳細は麻生観光協会
HPをご覧ください　
定員　24人　
費用　4,800円※梨もぎ代は別途（希望者のみ）

8月15日10時から電話でスペース・プラン☎933-0080［先着順］
区役所地域振興課☎965-5113 965-5201

かわさきの森づくり参加者募集
　黒川丸山特別緑地で古くなったシノダケを刈り、みんなで緑地を守りませんか？
日時　9月8日㈯9時半～12時※集合場所などの詳細は申込者に案内します

9月5日（必着）までにハガキ（氏名、住所、電話番号、年齢、メールアド
レス、日にち[9/8]を記入）で〒211-0052中原区等々力3-12川崎市公園緑
地協会「森づくり」☎711-6631 722-8410。［事前申込制］
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