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17万8,748人
7万7,294世帯
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11月、12月の第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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　正解者の中から抽選で20人に図書カード500円分を進呈します。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。

11月30日（消印有効）までに、住所、氏名、年齢、電話番号、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）かハガキで〒215-8570麻生区選挙管
理委員会☎965-5109 965-5200 ［抽選］

31年春に予定されている選挙は神奈川県知事選挙、神
奈川県議会議員選挙と、あと１つは次のうちどれでしょうか。
問題

❶参議院議員通常選挙　❷川崎市議会議員選挙　❸川崎市長選挙

みんなで知ろう!! 選挙のこと
〜選挙クイズ〜

イックン

ふみだそう！はじめの一歩

k
き ら ら っ と

irara@アートしんゆり2018 ～Make a Dream しんゆり～

kirara@アートしんゆり2018関連イベント
場所　新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ
❶点灯式　11月17日㈯16時半から（荒天中止。雨天の場合はペデストリアンデッキ下）
　　　　　出演：神崎順・10carats（かわさき産業親善大使）、ADC☆STUDIO
❷クリスマスイベント　12月15日㈯16時半から（雨天中止）　

kirara@アートしんゆり実行委員会事務局（新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアム
事務局内）☎954-3302 955-8691　区役所地域振興課☎965-5116 965-5201

　今年も新百合ヶ丘駅周辺をイルミネーションで彩ります。点灯式では区内を
拠点に活躍するアーティストのきらびやかなパフォーマンスをお楽しみください。
場所　新百合ヶ丘駅南口周辺、アートセンター周辺

11/17～2/14 17：00～24：00

　趣味のサークルの紹介や学習講座の
案内など
日時　毎週水曜　10時～12時、
　　　13時～15時（11月は午後のみ）
場所　同館3階事務室前

麻生市民館
☎951-1300 951-1650

生涯学習相談コーナー
　趣味や学習、地域ボランティア、
仲間づくりなど
日時　毎週火・木曜　13時半～16時半
場所　同館１階サロン

麻生市民交流館やまゆり
☎951-6321 951-6467
☎272-7601（相談窓口直通）

市民活動相談窓口
　初めてのボランティアから、特技を生かしたボラン
ティアなど
日時　第1･2･3火曜　13時～15時　
場所　第  1  火曜 ： 区役所ロビー
　　　第2・3火曜 ： 新百合21ビル1階
　　　　　　　　 福祉パルあさお フリースペース

麻生区社会福祉協議会☎952-5500 952-1424

ボランティア相談コーナー

　地域の中で何かをはじめたいと思ったら、地域デビューの相談窓口へ。区内には、
市民活動や生涯学習、ボランティアなど、さまざまな相談を受け付ける窓口が開
設されています。相談員と会話しながら、希望の活動を探してみませんか。

区役所地域振興課☎965-5116 965-5201

麻生市民館 麻生市民交流館
やまゆり

麻生区
社会福祉協議会

　地域での仲間づくりや、地域デビューのお手伝いをします。
日時　1月12日～2月16日の土曜、10時～12時（全6回）　場所　麻生市民交流館やまゆり
対象　これから定年退職を迎える人や定年退職した人、子育てを終えた人など　定員　25人

12月20日までに同館で配布中の応募用紙を直接かＦＡＸで☎951-6321 951-6467 ［抽選］
※応募用紙は同館HPからもダウンロードできます

目指せ! アクティブシニア講座
麻生区市民活動団体検索サイト

　活動分野、活動日など、自分の
条件に合った団体の情報を調べら
れます。団体情報は、あさお市民
活動サポートセンター、区社会福祉協議会と麻
生市民館が協力して提供しています。

麻生区市民活動団体検索サイト

知ろう、 つながろう。聴こう、 知ろう、 つながろう。聴こう、 知ろう、 つながろう。聴こう、

こんな講座もやってます！
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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 12/13㈭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

11/15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 12/12㈬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 ❶12/14
㈮❷12/21㈮、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

ぜ ん 息 児 
健康回復教室

「こどものア
レルギーを知
ろう」　　

子どものぜん息と食物アレルギーについての医師
の講話 12/20㈭10：00～11：30（9：30～）

区内在住・在勤の35人。保育あり（要予約、先
着10人）

11/15から電話
で。[先着順]
地域支援担当
☎965-5234

965-5169

健 康 づ くり
講 演 会

「糖尿病と脳血管疾患」講師：中原広明氏（王
禅寺公園クリニック院長） 12/12㈬10：00～
11：30（9：30～） 市内在住・在勤の100人

区役所第1会議室

11/15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

記載のない限り、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       

◎しんゆりジャズスクエア･･･11月23
日㈷19時。出演：布川俊樹 他。
◎しんゆり寄席…11月24日 ㈯14時。
三遊亭右

う さ ぎ

左喜が「竹の水仙」を披露。
◎川崎市アートセンター小劇場×映像
館コラボ企画vol.1『光とあそぼう！ −
江戸写し絵の世界−』…12月1日㈯
13時、12月2日㈰11時。「江戸写し
絵」社中による写し絵で描く物語。2
作品の上演とバックステージツアー、
ワークショップも楽しめます。
アルテリオ映像館上映情報  

◎今月のおすすめ…『斬、』11月24日
～12月21日。開国か否かで、大きく
揺れ動く江戸時代末期。江戸近郊の
農村を舞台に、時代の波に翻

ほんろう

弄され
る浪人の男と周囲の人々の姿を通し、
生と死の問題に迫る。『野火』の塚本
晋也監督による初の時代劇。
※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
☎965-5113 965-5201

わくわくイベントinかわさき北部
　総合型地域スポーツクラブ「わ・わ・
わ・クラブ」「ＧＥＴ」「麻生スマイルクラ
ブ」「ビルネ」共同開催の交流イベント。
開催教室は、合気道、書道、スポー

ツスタッキング、クッブ、ボッチャ他。
11月23日㈷9時～16時 麻生ス

ポーツセンター 麻生スポーツセン
ター☎951-1234 952-2447。 ※
詳細はお問い合わせください。また、
体育館シューズを持参してください。
花いっぱい運動のつどい・
クリスマスリース講習会

　 12月6日㈭14時 ～16
時 区役所第1会議室 区内在住の
60人 1,300円 11月16日（消印有
効）までに往復ハガキ（１通で１人）で。［抽
選］
第6回麻生の歴史観光ガイド

「旧高石村・長沢の里の歴史散策」
　麻生観光協会ガイドと一緒に、六
地蔵や盛源寺、秋月院などを巡りま
す。 12月3日㈪13時15分～16時
半ごろ。百合ヶ丘駅南口集合 30人

500円 11月19日（消印有効）まで
にイベント名も記入し往復ハガキ（1通
で2人まで）で。［抽選］

多摩生活環境事業所
☎933-4111 934-8550

不要になった古着類を回収します
　ポリ袋に入れて持参してください。

11月24日、12月1日の土曜、9時
半～15時半 区役所前広場。

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。市内在住
60歳以上の人が対象。
役立つ！成年後見人制度

　制度の概要から、メリット・デメリッ
トまで解説します。 12月7日㈮13
時半～15時 40人 11月15日から
直接か電話で。［先着順］
食生活講座「おもてなし料理」

　 12月4日㈫9時半～12時 12人
700円 11月15日から直接か電

話で。［先着順］
ハーブTeaを楽しもう

　 12月17日㈪13時半～14時半

12人 400円 11月15日から直接
か電話で。［先着順］

麻生老人いこいの家
〒215-0021麻生区上麻生4-32-2

☎ 953-9870

交流祭
　演芸(踊り、歌、音楽演奏)や展示(折
り紙、俳句、写真など)。 11月17
日㈯9時半～15時半 同施設。

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

コンサート「奏
かなで

」
～ SOCIAL ART FESTA Vol.7～

　毎月開催している音楽交流サロン
「奏」の、年に1度の拡大版。地域の
演奏家による市民コンサートや、オー
ケストラによる演奏が楽しめます。
11月23日㈷13時半～15時半 同学
園。※団 
体での参
加は事前
連絡必要。

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

絵本の森にでかけよう
～音と楽しむ おはなしの世界～

　クリスマスにちなんだお話や歌、楽
器の演奏など。 12月1日㈯14時～
15時半 麻生市民館大会議室 3歳
～小学6年生、120人 11月15日
9時半から麻生図書館窓口で整理券配
布。［先着順］。※就学前の子どもは保
護者同伴。

第20回大人が楽しむお話の会
　 12月7日㈮10時半～11時50分

麻生市民館視聴覚室 15歳以上
30人 11月21日10時から電話で麻
生図書館。［先着順］。※子どもを連れ
ての参加はできません。
おはなし会(柿生分館)

　 11月21日～12月12日の水曜。3
～5歳は14時45分から、6歳以上は15
時10分から 当日先着各回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。

川崎ブレイブサンダース　ホームゲーム区民招待

かわさきの森づくり参加者募集
　「黒川よこみね特別緑地」で里山整備をします。密集した樹木の間引きや枝打ちをし、森
に光と風を入れ、良好な緑地を目指します。
日時　12月15日㈯9時半～12時　※集合場所など詳細は申込者に案内します

12月12日(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、日
にち(12月15日)を記入し〒211-0052中原区等々力3-12市公園緑地協会「森づくり」係☎
711-6631 722-8410 ［事前申込制］

©SHINYA TSUKAMOTO／
KAIJYU THEATER

　麻生多摩美の森の会では、区市民健康の森で収穫祭を行い
ます。豊かな“森”の中、みんなで一緒に楽しみましょう。
場所　区市民健康の森（麻生鳥のさえずり公園）
日時　11月18日㈰9時半～13時半（荒天中止）
テーマ　「緑豊かな森を地域の次世代にバトンタッチ」
内容　森の畑の収穫物で焼き芋・けんちん汁、たき火でマシュマ
ロ焼き、森の音楽会。終了後に懇
親・交流会（実費負担）も予定

区役所地域振興課
☎965-5116 965-5201

お楽しみの収穫祭

人権相談所を特設
　いじめや虐待、ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）、
近隣との争い事などの相談に乗ります。
日時　12月4日㈫13時～16時　
場所　区役所4階第4会議室

横浜地方法務局川崎支局☎244-4166 244-4168
区役所地域振興課☎965-5119 965-5201

　光と音の演出で盛り上がるホームゲーム（シーホース三河戦）に招待します。
日時　12月28日㈮19時5分開始、12月29日㈯16時5分開始
場所　とどろきアリーナ
対象・定員　区内在住の人、各試合100人

12月14日（必着）までに往復ハガキ（1通で4人まで）に氏名・ふ
りがな、住所、電話番号、希望日、観戦人数を記入し〒212-0013
幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館4階（株）ＤｅＮＡ川崎ブ
レイブサンダースチケット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参加

©KAWASAKI BRAVE THUNDERS

応募用HP

人KENまもる君
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