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9 17 あさお子育てフェスタ
第３回

10時～15時

ことしで３回目を迎える、子育て応援イベントです。 今回も、
「子育て

するなら麻生区で～安心・楽しい・助かる～」
をテーマに開催します。
親子で触れ合い、子育て中の人同士や子育て支援団体と交流し、楽
しみませんか。
場所 麻生区役所、麻生市民館、保健ホール、区役所前広場、
レストランあさお
対象 就学前の子どもと保護者、プレパパ・プレママ
※公共交通機関を利用してお越しください。会場内混雑のため、庁舎
内へのベビーカーの持ち込みはご遠慮いただいております。あらかじ
めご了承ください。また、靴袋用のビニール袋をお持ちください
区役所企画課☎965-5112、

965-5200

区役所でのイベント

遊んで

●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、ミニコンサート、絵本の読み聞かせなど
●区内保育園・幼稚園児の作品展
●区内で活動する子育てグループや子育て支援施設などのパネル展示、
活動紹介コーナー
●食育や歯科の情報コーナー、乳幼児向けの休憩スペース
●子ども用品フリーマーケット

麻生市民館でのイベント

見て

●親子のための楽しい歌とリトミック
（10時半〜11時半）
：川崎の歌姫・さ
くらいすみえさんによる演奏会。※整理券を配布します
●親子ヨガ：歌や話を通して、いろいろな生き物や植物に見立てたヨガ
のポーズをします
●英語とリトミック：簡単な英語とリズムに合わせて体を動かします
●バルーンで遊ぼう：大きな布を動かして遊びます
●その他：家族で遊ぶ積み木体験やおにぎり作り、木工作や絵本コー
ナーなど

体験して
8月 20日㈯

KAWASAKIしんゆり映画祭
・なつやすみ野外上映会

さい。子育てに関する情報もお届けします。

やすみ野外上映会」
。ことし

時間 午前の回１１時～１２時
（１０時半開場）

の上映作品は世界40カ国以

午後の回１４時半～１５時半
（１４時開場）

上で翻訳されているイギリス

場所 昭和音楽大学ユリホール

の人気児童文学シリーズ
「パ

大森智子

丹呉由利子

高嶋康晴

大塚雄太

対象 就学前の子どもと保護者

ディントン」
。夏の終わりに、
さい。

小さな子どもと一緒に家族で楽しめるコンサー
ト。オペラ歌手とピアノによる演奏をお楽しみくだ

しんゆり夏の風物詩
「なつ

ぜひご家族でお楽しみくだ

9月 24日㈯

定員
昨年の上映会の様子

出演

大森智子
（ソプラノ）
、

丹呉由利子
（メゾソプラノ）
、高嶋康晴
（テノール）
、
大塚雄太
（バリトン）
、案野弘子
（ピアノ）

場所 麻生小学校校庭
（雨天時は同体育館・荒天中止）
内容・時間 出店・関連イベントなど…17時～ 上映開始…19時～
KAWASAKIアーツ・しんゆり映画祭事務局☎953-7652、
7685。区役所地域振興課☎965-5370、

各回350人

953-

965-5201

9月７日
（必着）
までに区ホームページか往復ハ

ガキ
（参加者全員の氏名、住所、電話番号、希望する回、子どもの年齢を記
入）
で〒215-8570麻生区役所保育所等・地域連携
「こどもと一緒のコンサート」
☎965-5220、

965-5207。
［抽選］

（平成28年7月1日現在）

17 万6,243 人
7 万5,124 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

2016（平成28）年

麻生区観光写真コンクール の作品募集

29年1/31
必着

「魅力いっぱい 麻生のまち」
をテーマに、豊かな自然、美しい街並み、
伝統行事など
「麻生区の魅力」
を撮影した力作をお寄せください。子どもが
撮影した作品も募集します。
応募条件
❶麻生区をPRしたカラー写真

（携帯電話、スマートフォンで撮影 いるチラシ
（区ホームページからも
したものも可）
ダウンロード可）
をご覧ください

❷自作で未発表のもの

❸応募は1人3作品まで
（単写真に限る）

区役所地域振興課☎965-5113、
965-5201

筋力・瞬発力・柔軟性・持久力などを
測定します。 9月18日㈰10時～12

アートセンター

時。 麻生スポーツセンターで。 体育

詳細はお問い合わせください。
アルテリオ映像館上映情報
「好きにならずにいられない」
…8月6

館シューズ持参。当日直接。

区役所地域ケア推進担当
☎965-5303、

公職選挙法が改正され、投票所に入ることができる子

問題 どもの範囲が拡大されました。選挙人と同伴して投票所に
入ることができる子どもの範囲は次のうちどれでしょうか

正解者の中から抽選で10人に川崎フロンターレ選手のサイン入りグッズ
が当たります。 応募は１人１回です。 発表は賞品の発送をもって代えさせて
いただきます。
８月３１日
（消印有効）
までに、住所、氏名、電話番号、年齢、クイズの答え、

965-5169

965-5200。
［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。

第１回 赤ちゃん学講座
－赤ちゃん学って何？－

センターまつり

連続講座の第１回
（全３回）
。9月21

日～26日。
「ミラクル・ニール！」
…8月

日㈬10時～11時半。区役所第1会議

13日～26日。
「ふたりの桃源郷」
…8月

室で。乳幼児の保護者・妊娠中の人と

21日～9月2日。
「ブルックリン」
…8月

そのパートナーなど80人。講師：岡田

❶お茶会…9月16日㈮10時～12時

21日～9月2日。
「フィレンツェ、メディ

浩之氏
（玉川大学脳科学研究所応用

半。 当日先着60人。 ❷演芸会出演者

チ家の至宝 ウフィツィ美術館」
…8月

脳科学研究センター教授）
。

募集…9月16日㈮13時～15時半。20

21日～9月2日。
「疑惑のチャンピオン」

日から区ホームページか子どもの年齢

…8月27日～9月9日。
「トランボ ハリ

も記入しＦＡＸで。
［先着順］

ウッドに最も嫌われた男」
…9月3日～

麻生市民館

合翌日に振替）
は休映。

区役所危機管理担当
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5114、 965-5201

シルバードライビング教室

☎951-1300、

8月15

951-1650

11月3日㈷開催の区民同士で学び
合う
「大人の寺子屋フェスタ」
の企画を
講師と一緒に考えませんか。 9月8日
～11月3日の木曜
（9月22日、
10月20
室で。15人。 ８月１9日10時から直

で普通自動車免許保持者、12人。

接か電話で。
［先着順］

☎965-5112、

965-5200

麻生産菜種油でヘルシーランチ！！
区内で採れた菜種油と地場野菜でラ
ンチを作ります。 菜の花プロジェクト
の話やせっけんの使い方の実習も。８
月２９日㈪10時～13時。 麻生市民館
料理室で。３０人。

8月15日9時

公開講座「女子高生のリアル」

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)

同館大会議室で。200人。

14日の10時半～。小学生以上は8月

日14時から直接か電話で。
［先着順］

麻生市民館岡上分館
☎988-0268、

986-0472

講座「わが家のハザード・マップ
をつくろう」〜岡上地域編〜

13時半～15時
（9月25日は16時まで）
。

丘駅解散。コース
（約６㎞）
：修廣寺、善

麻生図書館・柿生分館

月31日を除く）
。2歳は8月24日と9月

区役所地域振興課

しゅこうじ

人。 8月16日9時から電話で。
［先着順］

月27日㈯18時～20時
（開場17時半）
。

11月13日㈰、27日㈰、12月11日㈰、

9月16日㈮13時15分に小田急線柿

28日㈰9時～12時。麻生消防署で。30

歳は14時半～。5歳以上は15時～
（8

ジェクト(林)☎ 299-6460。
［先着順］

生駅北口集合、16時半ごろ新百合ケ

普通救命講習会

ら若者のリアルな声をお届けします。8

9月25日㈰、10月15日㈯、30日㈰、

歴史観光ガイド
「旧片平村の歴史散策」

272-6699

8月17日～9月14日の水曜。 3・4

から電話かFAXでかわさきかえるプロ

〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5113、 965-5201

組。 8月15日～26日に直接。
［先着順］

『難民高校生』
著者、仁藤夢乃さんか

8月15

同館と岡上地域で。15人。

9月10日

（必着）
までに直接、電話、ＦＡＸ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
早野梅ケ谷特別緑地で竹の伐採を

正寺、白鳥神社など。30人。500円
（保

します。９月１０日㈯9時 半～12時。

険代など）。 ９月２日（消印有効）
ま

早野聖地公園集合。

でに往復ハガキ
（1通２人まで）
で。
［抽選］

までにハガキで。

9月7日
（必着）

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。※8月17日は休館日。

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

天体観望会
中秋・秋分暦の解説など。9月17日
㈯18時半～20時。 同学園で。 当日

敬老のつどい

心肺蘇生法などの講義と実習。8月

大人の寺子屋をはじめよう

自動車学校で。区内在住の65歳以上

区役所企画課

模擬店など。雨天決行。

☎366-2475、

日を除く）
、10時～12時。同館視聴覚

［抽選］

8月27日㈯17時～19時。盆踊り、

市消防防災指導公社

9月12日㈪10時～12時。 向ケ丘

８月15日
（必着）
までに往復ハガキで。

イックン

❶１３歳未満 ❷１６歳未満 ❸１８歳未満

日～19日。
「緑はよみがえる」
…8月13

16日。※日曜最終回と月曜
（祝日の場

02

を用意）
に直接か郵送で〒215-8570麻生区選挙管理委員会☎965-5109、

申し込み方法は市版5面参照

☎955-0107、 959-2200
チケット専用ダイヤル
☎959-2255
（平日9時～19時半）

区 版 あさお

選挙に対する意見を記入し、応募箱
（区役所・市民館・図書館に応募箱と用紙

川崎市民体力テストの集い

区のお知らせ

No.1142

みんなで知ろう！！選挙のこと〜第１回選挙クイズ〜

※応募条件、応募方法などの詳細
は区役所、市民館などで配布して

8月1日号

31日の16時～。 いずれも図書館集

直接。小学生以下は保護者同伴で。

麻生区社会福祉協議会
☎952-5500、

952-1424

ボランティアを始めたい人向け
ボランティア基礎講座
9月3日㈯10時～15時半。区役所
第1会議室で。100人。

８月26日

までに直接、電話、FAXで。
［抽選］

区役所学校・地域連携
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5306、 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
どをします。 ８月３１日
（必着）
までに
ハガキかＦＡＸで。
［選考］

まちづくり局交通政策室
☎200-2034、

200-3970

※（ページ下参照）
「山ゆり号」
写真募集！

詳細は車内などに掲示中のチラシ

会室で。当日先着30人。

をご覧ください。 9月15日
（必着）
ま

おはなし会(柿生分館)

でに郵送で〒215-0003麻生区高石

8月24日～9月14日の水曜。3～5
保健福祉
センター

4-26-15岡野。

：30～
健診・検診案内など（電話受け付けは平日8
12：00、13：00～17：00）

事業名

内容・日時
（当日受付時間）
・対象・費用他
歯科健診と歯科相談。9/8㈭❶9:15～（9:00～）
1
歳
児 ❷10:15～（10:00～）。1歳3カ月未満の子どもの
歯 科 健 診 歯について相談したい人、心配なことがある人、8/18から電話で
[先着順]
各回15人。母子健康手帳持参
ス マ イ ル ブラッシング実習と歯科相談。9/14㈬9：15～10： 地域支援担当
☎965-5160
歯みがき教室 30。就学前の子どもと保護者、15組
離乳食についての話と個別相談。9/9㈮、9/23㈮、
965-5169
離乳食教室
9:30～
（9:15～）
。5～7カ月の子どもの保護者30人。
ステップ１
母子健康手帳、筆記用具を持参。※要予約
産婦人科医による個別相談。8/23㈫9:30～10:30。8/18から電話で
女
性
更年期・思春期・妊娠や出産・産後などの女性特有の
[先着順]
コ ー ナ ー
健康に関する悩みを抱える4人
地域支援担当
生活習慣病・ 保健師、栄養士、歯科衛生士が生活習慣病や禁煙など ☎965-5157
禁 煙 相 談 の相談に乗ります。9/1㈭13:30～14:50。※要予約
965-5169
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。

※「山ゆり号」…麻生区高石地区の身近な交通手段であるコミュニティ交通。地域住民などで構成された「山ゆり交通事業運営委員会」が主体的に運営しています。

