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区ではさまざまな子育て支援事業を行っています。この機会に参加してみませんか。

あそぼう！ けろけろ田園チャイルド パート2

子育て講座

田園調布学園大学の学生や区内保育園の保育士と一緒に、体を動か
して楽しく遊びませんか。学生、保育士によるミニ劇場もあります。
日時 2月24日㈬10時～11時
（受け付け9時半）
詳しくは
こちら→
場所 田園調布学園大学4号館1階 表現スタジオ
対象 区内在住の1歳半～就学前の子どもと保護者35組
持ち物 飲み物、靴を入れるビニール袋
2月10日(必着)までに区ホームページか往復ハガキ
（1家族1通）
に住所、全員の氏名(ふりが
な)、電話番号、子どもの年齢、来場方法(バス、自家用車、自転車、その他)、
「けろけろ田園チャ
［抽選］
イルド」を記入し〒215-8570麻生区役所こども支援室☎965-5220、 965-5207。

「いまどきの子育てに
大切なこと」
ー幸せ子育てのコツー
NHK･Eテレ「すくすく子育て」でおなじみの

お お ま め う だ

大豆生田教授による子育て応援講座です。麻生
区の子育て支援紹介コーナーもあります。
日時 2月8日㈪ 10時～11時半
（受け付け9時半）
場所 麻生市民館大会議室
対象 就学前の子どもの保護者、100人。子ど
もも同席可
（保育はありません）
講師 大豆生田啓友氏(玉川大学教育学部教授)
1月18日(必着)までに区ホームページか往復
ハガキに参加者全員の氏名、住所、電話番号、子
どもの年齢、
「 子育て講座」
を
記入し〒215-8570麻生区役
所こども支援室☎965-5220、
965-5207。
［抽選］

子育て人材バンク
区では地域全体で区民の子育て支援をするため「麻生区子育て人材バンク」を実施していま
す。詳細は区ホームページをご覧ください。
◆子育てグループの活動を支援します
地域の子育てグループの活動のサポートとして、保育の経験や読み聞かせ、手遊び、工作、
リトミックなどの特技を持つ子育てボランティアを派遣します。
利用会員登録票(区役所こども支援室で配布中)を記入し、郵送かFAXで事務局へ。
◆子育てボランティア募集中!
保育の経験や読み聞かせ、手遊び、工作、リトミックなどの特技を持ち、子育てグループな
どの活動を支援する子育てボランティアを募集しています。
ボランティア登録票
（区役所こども支援室で配布中）
を記入し、郵送かFAXで事務局へ。
いずれも
〒215-0031麻生区栗平2-3-11ベルヴィル2階 麻生区子育て人材バンク事務局
（ICT
教育総合研究所）☎980-1341、 980-1251。 区役所こども支援室☎965-5303、 965-5207

詳しくは
こちら→

あさお芸術のまちコンサート出演者募集！
さまざまなジャンルの音楽と、親しみやすい曲目で市民の皆さんと楽
しむコンサートの出演者を募集します。
出演予定日・場所 ❶8月23日㈫14時～15時、昭
和音楽大学ユリホール❷11月5日㈯13時半～15
時半、新百合21多目的ホール❸29年1月7日㈯13
時半～16時、麻生市民館ホール
※応募条件など詳細は応募用紙をご覧ください
2月15日(必着)までに区役所地域振興課などで配布中の応募用紙
（区ホームページからもダウンロード可）に必要事項を記入し、演奏予
定の生演奏の曲が入ったCDと出演者全員の写真を添えて直接か郵送で
〒215-8570麻生区役所地域振興課☎965-5116、 965-5201。
［選考］
※結果は３月中に全員に通知します

区民手作りの麻生音楽祭。今までの「アンサンブルのつどい」が2つの
コンサートに発展し、参加団体を募集します。
（コーラスの部は後日募集）
出演予定日・場所 ❶6月25日㈯…アコースティックコンサート（反響
板使用）❷7月2日㈯…ポピュラーコンサート（アンプ、ドラムスなど使
用）、❶❷いずれも麻生市民館ホール
※応募条件など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
2月12日(必着)までに往復ハガキに希望のコンサート、代表者の
住所、氏名、電話番号、FAX番号、メー
ルアドレス、団体名、音楽ジャンル、人数、
使用楽器を記入し〒215-8570麻生区役
所地域振興課内麻生音楽祭事務局☎9655370、 965-5201。
［選考］

みんなで知ろう!選挙のこと～第2回選挙クイズ～

区役所太陽光発電設備設置
13周年記念イベント

講演会「明日をひらく風力発電」
区クールアース推進委員会では、区役所屋上の太陽光
発電設備設置を記念して、講演会を開催します。
日時 2月6日㈯13時半～16時（開場13時）
講師 牛山泉氏(足利工業大学学長)
場所 区役所4階第1会議室
定員 当日先着100人
区役所地域振興課☎965-5370、
965-5201

第31回麻生音楽祭2016参加団体募集

問題

平成28年夏に参議院議員通常選挙が予定されています。参議院議員に立
候補できる年齢要件は次のうちどれでしょうか

❶満30歳以上

❷満25歳以上

❸満18歳以上

正解者の中から抽選で20人に図書カードが当たります。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。
イックン
1月31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、応募箱（区役所、市民館、図書館に応募箱と応募用紙を用意）
に直接か郵送で〒215-8570麻生区選挙管理委員会☎965-5109、 965-5200。
［抽選］

（平成27年9月1日現在）

17 万 5,472 人
7 万 5,657 世帯
毎月第1木曜10時～14時に、区役所ロビー・広場にて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ています。

ここからあさお区版です
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安 全 パトロール

雪道では転倒のリスクが高くなります。不要不急な外出は控えるようにし、徒歩
で出掛ける場合は、滑り止めが付いている長靴などを履き、歩幅を狭くして歩きま
しょう。また、降雪の際は、物流の停滞などで店頭の食料品が品薄になったり、車
の使用が困難になったりするので、事前に食材や燃料の買い出しをしておきましょ
う。民有地の除雪は各家庭による対応が原則となりますが、高齢者世帯など自身に
よる除雪が難しい場合もあります。地域での助け合いにご協力ください。
区役所危機管理担当☎965-5115、 965-5201

子どもなどへの犯罪を未然に防ぐために、安全パトロールや
声掛け運動が注目されています。そこで、効果的なパトロール
手法を学ぶため、専門家を迎え、研修会を開催します。
日時 1月19日㈫14時～16時(開場13時半)
場所 区役所4階第1会議室 定員 当日先着150人
区役所危機管理担当☎965-5114、 965-5201

申し込み方法は市版5面参照

アートセンター
〒215-0004麻生区万福寺6-7-1
☎955-0107、 959-2200
http://kawasaki-ac.jp/
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…1月23日㈯14時
開演。 出演：初音家左橋、桂米多朗、
桧山うめ吉、瀧川鯉毛。予定演目：宿
屋の富。◎しんゆりジャズスクエア…
1月29日㈮19時開演。 女性ミュージ
シャンによるラブソングをお届けしま
す。出演：ウィリアムス浩子、maiko、
山田貴子、平山織絵。予定演奏曲：マ
イ・ファニー・バレンタイン、ムーン・リ
バーなど。
アルテリオ映像館上映情報
「黒衣の刺客」…1月16日～29日。
「アンジェリカの 微 笑 み」
「創 造と神

事前協議(必須)を行います。

麻生老人福祉センター
（麻生いきいきセンター）

28年度前期講座（4～7月）
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市内在住で60歳以上の初心者。教
材費実費。

2月1日から10日(消印

秘のサグラダ・ファミリア」
「消えた声

有効)までに申込書と82円切手1枚を

が、その名を呼ぶ」
…1月23日～2月

直接持参か郵送で。 申込書は1月18

5日。
「ヴィンセントが教えてくれたこと」

日から同センターで配布。
［抽選］

「ディーン、 君がいた瞬間」…1月30

～12時、 全6回。 同学園研修室で。

～16時。100人
（小学生以下は保護者

25人。 テキスト・点字器代1,798円。

2

月2日9時から直接か電話で。
［先着順］

いずれも同センターで。
曜日

どもも参加できます。2月28日㈰14時
同伴）
。麻生市民館大会議室で。

〒215-0006麻生区金程2-8-3
☎966-1549、 966-8956

講座名

麻生図書館
〒215-0004麻生区万福寺1-5-2
☎951-1305、 952-2748
柿生分館
〒215-0023麻生区片平3-3-1
☎986-6470、 986-6472

〒215-0021麻生区上麻生1-11-5
☎951-6321、 951-6467

おはなし会（麻生図書館）

歳は1月27日と2月10日の10時半～。

も。1月23日 ㈯13時 ～14時 半。 同

いずれも図書館集会室で。 当日先着

館で。当日直接。

30人。
おはなし会(柿生分館)
1月20日〜2月10日の水曜。3～5
歳 は14時45分 ～。6歳 以 上 は15時
10分～。 いずれも絵本コーナーで。
当日先着20人。

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

15時半(開場13時)。同学園体育館で。

60人。 1月15日から直接か電話で。

当日直接
（団体は事前連絡が必要）
。

麻生区里山ボランティア募集
白山南緑地(白山5-2-1)で竹林整
備をします。 1月24日㈰9時半～12
時(雨天時は翌日に延期)。 9時10分
に白山神社(白山4-3-1)に集合。30

市内在住で60歳以上、20人。

点字の学習、視覚障害者の講演な

1

月15日から直接か電話で。
［先着順］
文化公演会
昭和音楽大学の学生による交流コ

人
（経験者も初心者も大歓迎。 中学・

ンサート。2月26日㈮13時半～15時。

高校生も可）
。

市内在住150人。

1月15日からFAX

か区ホームページで。ない人は電話
で。
［ 先着順］
麻生区市民提案型協働事業の募集
区内で活動している団体から地域

1月15日から直

接か電話で。
［先着順］
食生活講座
男の料理教室
「ステップアップ編」
…
3月9日㈬9時半～12時。 市内在住で

課題の解決につながる事業を募集し

60歳以上、12人。材料費600円。

ます。 審査会で選考の上、提案され

1月25日(必着)までにハガキ持参か

た団体に対して区の事業として委託し

往復ハガキで。
［抽選］

ます。 詳細は区役所、市民館などで
配布中の募集案内(企画提案書付き)
か区ホームページをご覧ください。募
集期間…１月25日～２月22日。 募集
数…３～６事業程度。事業費…１事業
あたり10～100万円以内。 提案方法

麻生市民館
〒215-0004麻生区万福寺1-5-2
☎951-1300、 951-1650

ワークショップ
「世界がもし100人の村だったら」

…企画提案書と必要書類を区役所企

体を動かしながら、世界の様子をリ

画課に持参。提出後、３月下旬までに

アルに体感してみませんか。大人も子

☎965-5148、

965-5206

成年後見制度セミナー
安心できる老後のために今できる
㈮14時～15時半。区役所4階会議室
で。100人。

1月18日から電話か

FAXで。
［先着順］

市消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1
☎366-2475、 366-0033

普通救命講習会
心 肺 蘇 生 法などの 講 義と実 習。
2月6日㈯9時～12時。 麻生消防署

点字入門講座

護予防」
…2月19日㈮13時半～15時。

区役所高齢・障害課

備えを考えてみませんか。2月19日

での演奏など。2月11日㈷13時半～

講演会
「いきいき元気これからの介

催します。 登録団体の活動を知る機
深めて、新たな活動のヒントや刺激に

2月10日㈬9時半～16時。 市内在

おたっしゃ茶のみ会

館に登録している団体の発表会を開

は14時半～。5歳以上は15時～。2

住の60歳以上で囲碁5級程度以上、

☎965-5112、 965-5200

麻生市民交流館やまゆりでは、同

会です。 団体間の相互理解と親睦を

コンサートや市民演奏、出演者全員

［先着順］

「やまゆり」
利用団体活動発表会

1月20日～2月10日の水曜。3・4歳

19日。 ※日曜最終回、 月曜は休映

区役所企画課

［抽選］

麻生市民交流館やまゆり

コンサート「奏」

囲碁大会

1月29日(必着)までに往復ハガキで。

麻生図書館・柿生分館

日～2月12日。
「恋人たち」
…2月6日〜
（祝日の場合翌日に振り替え）
。

02

大雪に対する備えを

研 修 会・意 見 交 換 会

区のお知らせ
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ど。2月8日～3月14日の月曜、10時

で。市内在住・在勤・在学の30人。
1月19日から電話で。
［先着順］

健診・検診案内など

保健福祉
区役所地域保健福祉課
センター
☎965-5157、 965-5204
（電話受け付けは平日8：30～12：00、13：00～17：00）

事業名

内容・日時
（当日受付時間）
・対象・費用他

神社仏閣めぐりコース(約 6.0㌔)。2/17㈬ 9:30区役所
時計台集合 (12:00ごろ高石神社解散予定 )。雨天時は 1/15から
あさお体験
電話で
2/24(水 )に延期。飲み物、タオル、帽子、雨具などを持
ウ オ ー ク
参し、運動できる服装と運動靴で。あさお体験ウオー ［先着順］
クは今年度で終了となります

骨密度測定、ママの食事と取り分け離乳食の講話、試
と り わ け
食
（保護者のみ）。2/17㈬ 9:20～(9:10～)。7～11カ月
離乳食教室
の子どもと保護者 15組
身体・腹囲・血圧・骨密度測定、尿・血液検査など。検査
39歳までの
2/3㈬9:30～
（9:00～）
。結果説明2/19㈮9:30～11:00
健 康 診 査
（9:15～）。両日参加できる18～39歳の区内在住25人。
(2日間コース)
1,650円。※検査当日の朝は飲食不可
（水のみ可）
高血圧予防をテーマにした講話と調理実習。2/16㈫
い き い き 9:30～ (9:15～ )区内在住30人。600円程度
（材料費 1/18から
食 生 活 講 座 実費）。麻生市民館料理室で。エプロン、三角巾、ハ
電話で
ンドタオル、筆記用具を持参
［先着順］

講
演
会
2/25㈭13:30～(13:00～)。区役所第2会議室で。区内
「子どもの
在住の子どもと保護者30組。保育あり
（6カ月～就学前、
ぜ ん 息・食 物
先着10人、要予約）
アレ ル ギ ー 」
歯科健診と歯科相談。2/18㈭ ❶9:15～（9:00～）❷
1
歳
児 10:15～
（10:00～）
。1歳3カ月未満で歯について相談
歯 科 健 診 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

枠内に記載のない場合、会場は保健福祉センター。車での来場はご遠慮ください。

