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毎月第1木曜10時～14時に、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ています。

みんなで知ろう! 選挙のこと
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irara@アートしんゆり2016　

ことしで10回目となる新百合ケ丘周辺のイルミネーション。
点灯式では区内で活躍するアーティストや団体による点灯パフォーマンスが楽しめます。
その他関連イベントも開催します。

～8月1日号 第１回選挙クイズ解答～
問題 公職選挙法が改正され、投票所に
入ることができる子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 ３番の「18歳未満」

麻生区選挙管理委員会☎965-5109、 965-5200

氏 名 所属団体など

安藤和彦 セレサ川崎農業協同組
合

池松勝年 公募委員
石井よし子 里山フォーラムin麻生

植木昌昭 区長推薦（市民活動団
体）

緒方保 麻生区交通安全対策協
議会

海崎眞 公募委員
佐藤昇平 区青少年指導員会
佐野幸子 麻生区社会福祉協議会

菅野明 区長推薦（文化、観光
分野）

鈴木昭弘 区長推薦（地域特性［地
域資源活用］）

氏 名 所属団体など

鈴木隆広 区長推薦（地域特性［６
大学連携］）

関根秀勝 区長推薦（地域特性［健
康づくり］ ）

髙倉秀敏 区長推薦（市民活動団
体）

高橋慶子 麻生区町会連合会

長岡さや 区長推薦（地域特性［芸
術］ ）

橋本周 麻生区文化協会
林恵美 公募委員

松田基久乃 区長推薦（地域特性［教
育・女性活躍］ ）

松田通 公募委員

吉垣君子 区長推薦（地域特性［児
童・地域福祉］）

　第１回全体会議が８月１日に開催され、
委員長に植木昌昭さん、副委員長に高
橋慶子さん、林恵美さんを選出しました。
住みよい地域を目指して審議を重ねてい
きます。
　次回は、11月15日㈫15時から区役所第１会議室で開催します。
ぜひ傍聴へお越しください。当日先着30人。

区役所企画課☎965-5112、 965-5200

　１日限定で川崎青歌隊の隊員になり、川崎フロンターレ新体制発表会見を皆さんの“声
援”で応援してみませんか。みんなでLet's Singing！！
※この企画に参加しても新体制発表会見は観覧できません

対象　練習会全ての日に参加できる中学生以上100人　
開催日　1月22日㈰
練習会　12月18日㈰、1月9日（祝）、1月15日㈰、前日リ
ハーサル1月21日㈯
場所　昭和音楽大学　費用　6,000円（練習費、教材費）
曲名　Joyful Joyful、The world is ours、全力少年、花は咲く 他

12月4日（必着）までに往復ハガキに住所、参加者（１人のみ）の氏名（ふりがな）、電
話番号、年齢、「フロンターレ・ゴスペル」を記入し〒215-0004麻生区万福寺1-16-6昭和
音楽大学北校舎内プレルーディオ☎953-2105、 955-5724。［抽選］

区役所企画課☎965-5112、 965-5200

　「目指せ！ アクティブシニア講座」と題して、市民活動（サークル活動、ボランティア活動など）
へのデビューを目指している人に役立つ連続講座を開催します。
日時　１月14日〜２月18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　定年退職を迎える人や定年退職した人、子育てを終えた人他　定員　25人

12月23日までに同館ホームページ、窓口で配布中の応募用紙を直接かFAX（住所、
氏名、電話番号、メールアドレスを記入）で麻生市民交流館やまゆり☎951-6321、
951-6467。［抽選］

会社ビトから社会ビトへ

第６期区民会議始まる

期間　11月12日〜２月14日、17時〜24時
場所　新百合ケ丘駅南口・北口周辺、アートセンター周辺
❶点灯式　11月12日㈯16時半〜（雨天決行）
❷クリスマスイベント　12月24日㈯16時〜（雨天決行）
❸ファイナルイベント　1月28日㈯
※❶❷は新百合ケ丘駅南口ペデストリアンデッキ（雨天の場合はペデストリアンデッキ

下広場）❸は新百合ケ丘エルミロード

kirara@アートしんゆり実行委員会事務局
　（NPO法人しんゆり・芸術のまちづくり内）
　☎959-1020、 951-2156。
　区役所地域振興課☎965-5370、 965-5201

　小学生と昭和音楽大学の学生が、演奏や楽器体験などを通じて、交流するイベントです。
日時　12月11日㈰14時〜　場所　昭和音楽大学南校舎1階スタジオブリオ　
対象　小学生・就学前の子どもとその保護者　
定員　100人（保護者含む）※小学生以下は保護者同伴
内容　学生の演奏、参加者の楽器体験

11月15日から往復ハガキ、FAX、区ホームページ（住所、氏名(ふりがな)、学年、
年齢、電話番号を記入）で〒215-8570麻生区役所地域ケア推進担当「交流コンサート」☎
965-5303、 965-5169。［先着順］

交流コンサート「音楽の贈り物2016」参加者募集
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川崎フロンターレ新体制発表会見2017に出演し、
一緒にゴスペルで応援する青

せ い か た い

歌隊員募集!!

【第６期区民会議委員】（五十音順、敬称略）
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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。

（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

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。12/8㈭❶9:15～（9:00～）❷
10:15～（10:00～）。1歳3カ月未満で歯について相談
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。※要予約

11/16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。12/14㈬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。12/9㈮、
12/22㈭、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

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。12/1㈭13:30～14:50。※要予約

11/16から電
話で［先着順］
地域支援担当
☎965-5157

965-5169

　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
25日㈮19時開演。出演：名知玲美、
右近茂他。◎しんゆり寄席…11月26
日㈯14時開演。出演：古今亭寿輔、
桂米多朗他。終演後、演者との交流
会を行います（参加費1,000円）。仲入
りでは演者からのプレゼントがあたる
抽選会を行います。
アルテリオ映像館上映情報

　「歌声にのった少年」…11月15日～25
日。「ベストセラー　編集者パーキンズに
捧ぐ」「オーバー・フェンス」…11月19日
～12月2日。「男と女」（同時上映：短編映
画「ランデヴー」）「人間の値打ち」…11月
26日～12月9日。「われらが背きし者」…
12月3日～16日。※日曜最終回、月曜
は休映（祝日の場合翌日に振り替え）。

多摩生活環境事業所
☎933-4111、 934-8550

区役所で古着を回収します
　不要になった衣類を必要としている
人に譲りませんか。11月19日、26
日の土曜、９時半～15時半。区役所
駐車場横（時計台前）で。

区役所地域振興課
☎965-5370、 965-5201

第２回あさお自然エネルギー学校
映画「シェーナウの想い」上映会
〜地域で考える自然エネルギー〜

　第1部では自然エネルギーをテーマ
にした映画を鑑賞し、第2部では意見
交換を行います。11月19日㈯13時
半～16時（13時開場）。区役所第３会
議室で。当日先着50人。
「一斉落書き消し」参加者募集
　12月３日㈯９時半に区役所正面入口
前集合（雨天中止）。汚れてもよい服装

で。 12月２日までに電話かFAXで。

麻生スポーツセンター
〒215-0021麻生区上麻生3-6-1
☎951-1234、 952-2447

冬の定期教室受講者募集

※詳細はお問い合わせください。 12
月５日（必着）までに往復ハガキで。［抽選］

麻生老人いこいの家
〒215-0021麻生区上麻生4-32-2

☎ 953-9870

第9回 交流祭
　演芸（踊り、歌、音楽演奏)や展示（折
り紙、俳句、油絵など)を見に来ませ
んか。11月26日㈯9時半～15時（9
時開場)。同所で。当日直接。

川崎授産学園
☎954-5011、 954-6463

音楽交流サロン奏
　合唱やコンサート、市民企画で一緒
に楽しみませんか。11月24日㈭13時
半～15時（開場13時)。同学園で。当
日直接（団体は事前連絡必要）。

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。
おもてなし料理教室

　ブロッコリーとトマトのマカロニグラ
タンなどを作ります。11月25日㈮９
時半～12時。市内在住の60歳以上
12人。800円。 11月15日から直
接か電話で。［先着順］
冬の特別企画・フレッシュ音楽講座

　❶「活かしましょう！　歌うこと～なじ
みの歌を歌いながら心と身体を元気に」
…12月１日㈭13時～15時。市内在住
の60歳以上45人。❷「歌っていきいき！
歌で心身をほぐしましょう」…12月22日
㈭13時～15時。市内在住の60歳以
上45人。 ❶11月15日❷11月29日
から直接か電話で。［先着順］
おたっしゃ茶のみ会

　「口は命の入り口 いつまでも健康
に」…12月16日㈮13時半～15時。

市内在住の60歳以上40人。歯科医
相談。 11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２回
シリーズ」…❶12月９日、１月27日の
金曜❷12月14日、２月１日の水曜、い
ずれも９時半～12時。市内在住の60
歳以上12人。 11月25日（必着)まで
に❶か❷またはどちらも可と記入し、
ハガキ持参か往復ハガキで。［抽選］

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

絵本と音のプレゼント（麻生図書館)
　読み聞かせと音楽劇。12月４日㈰
14時～15時半。麻生市民館大会議
室で。３歳～小学６年生（就学前の子ど
もは保護者同伴）、120人。 11月15
日９時半から麻生図書館で整理券配布。

［先着順］
おはなし会（麻生図書館)

　12月7日、14日の水曜。3・4歳は
14時半～。5歳以上は15時～。2歳
は14日の10時半～。小学生以上は
11月30日㈬16時～。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)

　11月16日～12月14日の水曜。3
～5歳は14時45分～（11月23日は
10時45分～ )、6歳以上は15時10
分～（11月23日は11時10分～ )。1

～2歳は11月23日10時半～。いず
れも絵本コーナーで。当日先着20人。

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
　黒川地区の緑地で里山整備をしま
す。12月17日㈯９時半～12時。９時
にはるひ野駅南口集合。 12月14日

（必着）までに「黒川丸山特別緑地参
加」も記入しハガキで。［事前申込制］

区役所保育所等・地域連携
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1

☎965-5220、 965-5207

パパとあそぼう！パワフルキッズ
参加者募集

　NHK乳幼児向け番組などの体操指
導者と一緒に、体を使って運動遊び
を楽しみましょう。12月10日㈯10時
～11時。麻生スポーツセンター2階
小体育室で。2歳から就学前の子ども 
と保護者40組。 11月22日までに区 
ホームページか往復ハガキで。[抽選]

区役所企画課
☎965-5112、 965-5200

黒川地域で２つのアートイベント
　❶「サトヤマアートサンポ2016」…
11月12日㈯～20日㈰。❷「緑と道の
美術展in黒川2016」…11月12日㈯～
12月11日㈰。解説付散策ツアーを実
施予定。詳細は区ホームページで。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　いじめや虐待、DV（ドメスティッ
クバイオレンス)問題、近隣との争
いごとなどで悩んでいる人の相談に
乗ります。

日時　12月８日㈭13時～16時　
場所　区役所第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

　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事業」を
実施しています。子育てボランティアに
登録している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っ
ている人を、地域の子育てグループな
どに派遣して活動の支援を行います。
詳細は区ホームページをご覧ください。

❶利用会員登録票を記入し郵送か

FAX❷利用会員登録後、派遣希望日
の２週間前までに電話かFAXで〒215-
0031麻生区栗平2-3-11ベルヴィル2
階ＩＣＴ教育総合研究所☎980-1341、

980-1251
区役所地域ケア推進担当☎965-

5303、 965-5169
※子育てボランティアへの登録も随
時募集しています

　岡上西地区の交通利便性向上のため、タクシー車両を活用したコミュニ
ティ交通の運行実験を行っています。
実施期間　12月９日まで　
利用方法　事前予約制
運行区間　岡上西地区～鶴川駅（人道橋前）
運賃　１人400円（川崎市高齢者特別乗車証
明書、身体障害者手帳などの提示で100円引）

まちづくり局交通政策室☎200-2034、 200-3970

親子・子ども向け 一般向け
親子音楽
うんどう広場

ストレッチ＆
かんたん体操

チアリーディング らくらくエアロ
元全日本選手による
ジュニア
バレーボール

ワンランクアップ
バレーボール

ジュニア
ファンクショナル

インナーブレス
エクササイズ

「コミュニティ交通」の運行実験を実施中です！ 人権相談所を特設

「男と女」©1966 Les Films 13

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）

子育てグループへのボランティア派遣をご利用ください


