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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。
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17万6,151人
7万5,063世帯
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　地形の特徴だけが記載されている「コマ図」を頼り
に、家族や友人などのチームでゴールを目指すウオー
クラリー。ゴールまでの時間とゲームやクイズの得点
で順位が決まります。
日時　９月４日㈰８時半集合（雨天中止）
集合場所　区役所
コース　細山方面予定

７月29日（必着）までに代表者の住所、氏名、電
話番号、チーム名、チー
ム人数を記入し郵送
かFAXで 〒215-8570
麻生区役所地域振興
課 ☎965-5113、
965-5201。［抽選］

　柏レイソルとの試合を等々力陸上競技場
で観戦します。
日時　８月27日㈯※集合時間と場所は参
加者に別途通知します
定員　60人
費用　高校生以上4,000円、小・中学生
2,200円（観戦チケット代・往復バス代含む）

7月29日（必着）までに往復ハガキに参加者全員（４人まで）
の氏名、住所、年齢、性別、連絡先、「川崎フロンターレ
応援バスツアーを希望」を記入し〒215-0021麻生区上麻
生3-6-1麻生スポーツセンター内「川崎フロンターレ麻生ア
シストクラブ事務局」☎951-1234、 952-2447。［抽選］

区役所地域振興課 ☎965-5223、 965-5201

　区内の道路沿いなど（公園は除く）
の花壇を自主管理している団体に、
秋の花苗、球根、培養土を提供しま
す。上限は５万円分で、配布時期は
10月ごろを予定しています。

８月５日（必着）までに申請書と必
要書類を直接か郵送で〒215-8570
麻 生 区 役 所 地 域 振 興 課 ☎965-
5113、 965-5201。［抽選］。※申
請書は区役所で配布中。区ホーム
ページからもダウンロードできます

　今回は、若者の地域参加をテーマに、ボランティ
アなどの地域活動を行っている大学生の皆さんから
の発表や市長との意見交換を行います。
日時　７月16日㈯15時15分〜16時45分（開場15時）
場所　区役所第１会議室
傍聴　当日先着50人
※ 保育（事前申込制。前日12時まで）、手話通訳あり。

詳細は問い合わせるか市ホームページをご覧くだ
さい。また、当日の様子はインターネットで動画
配信します。市ホームページ「市長の部屋」からア
クセスしてください
サンキューコールかわさき☎200-3939、 200-

3900。区役所企画課☎965-5112、 965-5200

区民車座集会 傍 聴 者 募 集あさお芸術のまちコンサート
「忘れない～明日に向かって　Since 3・11」

あさお
花いっぱい
推進事業

川崎フロンターレ応援バスツアー

日時　７月16日㈯14時〜（開場13時半）
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席
出演　向山敦子 、久武麻子、梅ケ谷瑞穂　曲目　愛の挨拶、日本の歌メドレー他

日時　８月23日㈫14時〜（開場13時半）
場所　昭和音楽大学ユリホール　定員　小学生以上350人
出演　デュオ・アルディート、土屋広次郎、木柳祥子、漆間
有紀 、Il tricolore
曲目　オペラ「カルメン」より闘牛士の歌・ハバネラ他

７月31日（必着）までに往復ハガキに住所、氏名、電話
番号、希望人数（２人まで）を記入し〒215-8570麻生区役所
地域振興課☎965-5116、 965-5201。［抽選］

デュオ・アルディート 木柳祥子、土屋広次郎

漆間有紀 Il tricolore

第116回

第117回

若い世代が住みやすいまちづくり部会テーマ1

区民と行政が協働した組織体制をつくり、具体的な検
討・取り組みを進める上で、「区民会議」を活用することや、

「（仮称）麻生区魅力ＰＲ委員会」を設置する

提言1

　「麻生区の魅力のブランド化とＰＲ」と「空き家の利活用」につい
て、検討してきました。

麻生区の魅力をＰＲする方法として、「麻生区のホームペー
ジの改善」と「（仮称）麻生シティセールス・ＰＲ部門」を設置する
麻生区の魅力をブランド化し、効果的にＰＲをしていくた
めの「キャッチフレーズ」を検討し、活用していく

提言2

提言3

学生・若い世代や地域（町内会・自治会）、ＮＰＯ・大学・民
間業者などによる地域ぐるみの仕組みとして、「空き家
ネットワーク」を構築する

提言4

市民活動・地域活動の活性化部会テーマ2

誰もがボランティアを身近に感じ、ボランティア
活動に参加しやすい機運を高めるために「ボラ
ンティアのまち・あさお」を掲げる

提言1

　「ボランティアの活動促進」について、検討してきました。

ボランティア情報の効果的な発信とともに、情
報の一元化の取り組みを進める
相談窓口の連携、入門講座や体験講座の開催
などを通じて、ボランティアに関心を持った区
民に対して「参加への一押し」をする

提言3

提言4

「あさおボランティア情報センター（仮称）」を拠
点とした、ボランティア参加のネットワークを構
築する

提言2

魅力に関わる団体の連携

魅力の情報発信

空き家の利活用

ボランティア活動の土壌づくりに向けて

あさおボランティア情報センター（仮称）の設置に向けて

ボランティア参加のきっかけづくりに向けて

第５期区民会議の提言　２６年７月から始まった第５期区
民会議では、区民にとって関心
が高く、特に対策が必要な２つの
テーマで審議されました。
　取り組みの成果と区への提言を
まとめた報告書が、金光委員長
から北沢区長へ提出されました。
今後は、この結果を尊重し、区民
と協力して、取り組みを進めてい
きます。区民会議の情報は区ホー
ムページで公開しています。

区役所企画課☎965-5112、
965-5200



　あさお区民まつりでバザーや展示を行う出店者を募集します。
飲食物は出店できません。
日時　10月9日㈰10時～16時　会場　区役所前広場、駐車場

７月22日(必着)までに申込書をFAXか郵送で〒215-8570
あさお区民まつり実行委員会出店部会(区役所地域ケア推進担
当)☎965-5303、 965-5169。［抽選］。※申込書は区役所
地域ケア推進担当で配布中

日時　８月２日㈫10時～13時
場所　麻生市民館料理室
定員　小・中学生と保護者30人
材料費　１人200円

７月15日9時から電話かFAX(住所、

参加者全員の氏名、電話番号、子どもの
学年を記入)でかわさきかえるプロジェクト
(林)☎ 299-6460。［先着順］

区役所企画課☎965-5112、 965-
5200

　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…７月23日㈯14時
開演。出演：柳家喬太郎、初音家左
橋他。◎しんゆりジャズスクエア…８
月12日㈮17時開演。夏休み、子ど
もと一緒にジブリ主題歌ジャズ。
アルテリオ映像館上映情報

　「花、香る歌」…7月9日～15日。「団
地」…７月９日～22日。「木靴の樹」「も
しも建物が話せたら」…７月16日～22
日。「ロイヤル・ナイト 英国王女の秘密
の外出」…７月16日～29日。「或る終焉」

「教授のおかしな妄想殺人事件」…７
月23日～8月5日。「さとにきたらええや
ん」「裸足の季節」…７月30日～8月12
日。「いしぶみ」…８月６日～終了日未定。

「緑はよみがえる」「ミラクル・ニール！」
…８月13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）。

区役所地域振興課
☎965-5370、 965-5201

ソーラークッカーをつくろう！
　夏休みの自由研究の一環として、
ソーラークッカー（太陽光調理器）を作
ります。８月２日㈫9時半～12時。区
役所第１会議室で。子どもと保護者20
組（子どものみの参加は小学３年生以
上）。500円。はさみ、持ち帰り用袋（レ
ジ袋大程度）、帽子持参。 7月19日

（必着）までに小学校名・学年も記入し
往復ハガキで。［抽選］

区役所学校・地域連携
☎965-5306、 965-5207

外国につながる学習支援者募集
　日本語を教えながら、小・中学生の

学習支援を行うボランティアを募集し
ます。❶日本語教師養成講座420時
間修了者❷日本語教育検定合格者❸
日本国教員免許取得者❹教職課程在
籍か日本語教育専攻（副専攻）者のい
ずれか（国籍、年齢不問）。１回２時間
程度。交通費相当分の謝礼、事前研
修有り。 ９月15日（消印有効）まで
にハガキかＦＡＸで。［事前申込制］

　同センターで。市内在住で60歳以
上の初心者。教材費実費、82円切手
１枚が必要。7月19日から同センター
で申込書配布。 ８月１日～10日(消
印有効)に直接か郵送で。［抽選］

市公園緑地協会
〒211-0052中原区等々力3-12

☎711-6631、 722-8410

かわさきの森づくり参加者募集
　栗木台見晴し緑地でササ刈りなどを
します。８月４日㈭９時半～12時。黒
川東農村広場集合。 8月1日（必着）
までにハガキで。

麻生市民交流館やまゆり
〒215-0021麻生区上麻生1-11-5

☎951-6321、 951-6467

伝えたい！子どもたちに〜戦争と
原爆の悲惨さ、平和と命の大切さ

　区内在住の語り部による広島での

被爆体験の話。８月14日㈰14時～。
同館で。50人。 7月15日から直接、
電話、FAXで。［先着順］。 ※当日開
場10時～、折り鶴作りなどあり。

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

おはなし会(麻生図書館)
　７月20日～８月17日の水曜。3・4歳
は14時半～。5歳以上は15時～。2
歳は７月27日と８月10日の10時半～。
いずれも図書館集会室で。当日先着
30人。
おはなし会(柿生分館)

　７月20日～８月10日の水曜。1～2
歳は10時半～、3～5歳は10時45分
～、6歳以上は11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

　いずれも同学園で。
ふれあい夏祭り

　模擬店、ゲーム、太鼓、踊り、民謡、
作業製品販売など。８月４日㈭16時
半～19時半。当日、新百合ケ丘駅か
らマイクロバスによる同学園への送迎
あり。
夏の天体観望会

　さそり座と火星の解説やブラックラ
イトシアター「たなばたさま」他。雨天、
曇天は天文集会のみ。７月23日㈯19
時～20時半。当日直接。小学生以

下は保護者同伴で。

区役所保育所等・地域連携
☎965-5220、 965-5207

あそぼう！けろけろ田園チャイ
ルド　パート１

　学生や保育士と一緒に体を動かし
て楽しく遊びませんか。ミニシアター
もあります。９月１日㈭10時～11時。
田園調布学園大学４号館１階で。１歳
半～就学前の子どもと保護者35組。
飲み物、靴をいれるビニール袋を持
参。 ８月10日（必着）までに往復ハ
ガキか区ホームページで。［抽選］

区役所企画課
☎965-5112、 965-5200

あさお子育てフェスタ
フリーマーケット出店者募集

　出店できるものは、家庭で不要に
なった子ども服、おもちゃなどの子ど
も用品（飲食物、販売目的で仕入れ
たものは不可）。９月17日㈯10時～
15時（雨天中止）。区役所前広場で。
１８歳以上の人。32区画。 ７月15
日からFAXか区ホームページで。［先
着順］
夏休み親子ダンボールコンポスト講習会

　自由研究にぴったり！台所の生ごみ
を堆肥にして、花や野菜を育てません
か。❶入門講座…7月20日㈬❷アフ
ター講座…8月17日㈬、いずれも10
時～12時。区役所第1会議室で。小・
中学生と保護者20組。1組1,000円。

7月14日までに電話、FAX、区ホー
ムページで。［抽選］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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。

事業名 内容・日時（当日受付時間）・対象他

1 歳 児
歯 科 健 診

歯科健診と歯科相談。8/4㈭❶9:15～（9:00～）❷
10:15～（10:00～）。1歳3カ月未満、各回15人。
母子健康手帳持参

7/19から電話で
［先着順］

スマイル歯
みがき教室

ブラッシング実習と歯科相談。8/10㈬9：15～
10：30。就学前の子どもと保護者、15組

生活習慣病・
禁 煙 相 談

保健師、栄養士、歯科衛生士が生活習慣病や
禁煙などの相談に乗ります。8/4㈭13:30～
14:50。※要予約

離乳食教室
ステップ１

離乳食についての話と個別相談。8/12㈮、
8/26㈮、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。※要予約

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

　区内でとれた菜種油と地場野菜でサラダとケーキを作ります。菜の花プロ
ジェクトの話やせっけんの使い方の実習も行います。ミルクライスの昼食付き。

～せっけんでお片付け～
「麻生産菜種油でランチをしよう！」夏休み

親子企画
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（電話受け付けは平日8：30～12：00、13：00～17：00）

区役所地域支援担当
☎965-5160、 965-5169健診・検診案内など保健福祉

センター

28年度後期講座（10月〜1月）

講座名 定員 曜日 時間 回数
健康体操 40 月

10時
～12時

12

卓球 24 水
健康表現
体操 30 金

カラオケ 50 火 13時半
～15時半書道 25 水

ちぎり絵 20 水
10時
～12時

8

練功
十八法 40 木

漢文 50 木
デジカメ 20 火 13時半

～15時半ハーモ
ニカ 20 金

コーラス 105 木 13時
～15時 7

スマホ・
タブレット 20 水 13時半

～15時半
６

仏教美術 50 月 5

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）
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