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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。
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　地域功労賞の表彰式が、10月9日にあさお
区民まつりで行われました。町会長・自治会長
からの推薦に基づき、選考委員会による選考
の結果、次の個人が表彰されました。

〔受賞者〕
○根

ね じ め

占勝
かつひこ

彦さん（新百合ヶ丘駅南町内会）
　地域の発展と住民相互交流に貢献
○大

おおひら

平律
り つ こ

子さん（虹ヶ丘３丁目団地自治会）
　地域の発展と住民相互交流に貢献
○三

み

浦
うら

清
せいいち

市さん（白山けやき自治会）
　地域住民の福祉増進や文化の継承に貢献
○平

ひらしま

島正
まさかず

一さん（新万福寺町内会）
　地域の発展と住民相互交流に貢献

○�柳
やぎした

下美
み つ こ

津子さん�
（三井百合丘第二地区自治会）
　地域住民の福祉増進や文化の継承に貢献
区役所地域振興課☎965-5113、 965-

5201

前列左から平島さん、北沢区長、福田市長、中島町
連会長、柳下さん。後列左から根占さん、大平さん、 
三浦さん

地域功労者に感謝

あさお芸術のまちコンサート　～新春コンサート～
１月７日には、無病息災などを

祈って、七草粥
がゆ

を食べ
る伝統があります。区文化協会が振る舞
う古風七草粥は、区内で採れた食材や、
炭で焼いた餅が入っているのが特徴です。
その後に行われるコンサートと一緒に、あ
さおの新春を味わってみませんか。

　当日、区役所敷地内の七草畑で春
の七草が観察できます。区内で活動
する「おはやし連」や「麻生童謡をうた
う会」の伝統的な歌や、かわさきかる
た取りで正月気分を盛り上げます。
日時　1月7日㈯11時～（小雨決行）
場所　区役所前広場
定員　�当日先着900人�

（無くなり次第終了）
区役所地域振興課☎965-5113、
965-5201

　公募による「あさお芸術のまち少年少女合唱団」、「忘れない～明日に向かってSince3･11合唱団」や、コ
ンサートマスター肥田与幸氏が率いる麻生区在住の演奏家と仲間達による「あさお芸術のまち合奏団」など、
多くのゲストを迎え、多彩な音楽をあさお芸術のまちコンサート推進委員会がお届けします。

新春を彩る「芸術」と「伝統文化」

第１２１回
日時　�1月7日㈯13時半～（13時開場）
場所　麻生市民館ホール　定員　当日先着1,000人
＜第一部＞
世界をめぐる音のパレット 
～歌声と音楽で地球に感謝 ！ 世界に乾杯！～
　�地球の子ども、荒城の月、ゆかいに歩けば、ジュ・トゥ・ヴ、
ユー・レイズ・ミー・アップ、フニクリ・フニクラ、愛の挨拶、
メリー・ウィドウ、イッツ・ア・スモール・ワールド、ふるさと

＜第二部＞
　�ラ・カンパネラ、アストゥーリアス（スペイン組曲第5曲）、
Now's�the�Time、情熱大陸

＜フィナーレ＞
　�混声合唱のためのカンタータ「土の歌」より農夫と土、�
大地讃頌、ふるさと、花は咲く（全員合唱）

あさお芸術のまちコンサート推進委員会 検索
区役所地域振興課☎965-5116、 965-5201

あさお
古風七草粥の会
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石倉瑶子 
©井村重人

麻生地区消防出初式
　市の代表会場となる今回は、川崎古式消防記念会に
よる木

き や

遣り・纏
まといふりこ

振込みはしご乗り、消防署・消防団による
分列行進・一斉放水などが行われます。新春恒例の行事
をぜひ見に来ませんか。
日時　1月8日㈰10時～11時45分
場所　麻生水処理センター（麻生環境センター）「あさお
ふれあいの広場」　※雨天時は、同センター管理棟１階
ホールで式典のみ実施
麻生消防署予防課☎951-0119、 951-0221

あさお芸術のまち合奏団〜あさおの仲間たち〜 あさお芸術のまち少年少女合唱団
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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。1/12㈭❶9:00～9：15
（8:45～）❷10:00～10：15（9:45～）。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 12/16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。1/11日㈬9：15～
10：30。 就学前の子どもと保護者、15組。※要
予約

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。❶
1/13㈮❷1/27㈮、9：15～9：30。５～７カ月の
乳児の保護者、30人。母子健康手帳、筆記用具
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。1/5㈭13：30～14：50。
※要予約 12/16から

電話で。
[先着順]

地域支援担当
☎965-5157

965-5169

健 康 づ く り
講 演 会

『生活習慣病～
知っていますか？
C O P D ～ 』

生活習慣病の予防や早期発見、COPDと禁煙
についての話。1/24㈫14：00～15：30（13：30
～）。100人。講師：松浦健太郎医師（百合が丘
すみれクリニック）

　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

　『奇蹟がくれた数式』、『ダゲレオ
タイプ の 女』…12月10日～12月23
日。『とうもろこしの島』…12月17日
～23日。『灼熱』、『ジャニス　リトル・
ガール・ブルー』…12月17日～28日。 

『みかんの丘』、『フランコフォニア ルー
ヴルの記憶』…12月24日～28日。『貌
斬りKAOKIRI』…1月4日 ～13日。『グ
レート・ミュージアム ハプスブルク家か
らの招待状』、『ブルゴーニュで会いま
しょう』、『この世界の片隅に』…1月4
日～20日。※日曜の最終回と月曜（祝
日の場合翌日に振替）は休映。

アルテリオ小劇場上演情報
　◎しんゆり寄席…12月17日㈯14時

開演。出演：林家錦平、初音家左橋他。
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。

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）
　12月21日、1月11日の水曜。3・4
歳は14時半～。5歳以上は15時～。
2歳は１月11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）

　12月21日、1月11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。

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
　岡上梨子ノ木緑地でコナラの伐採
をします。1月22日㈰9時半～12時。
9時に鶴川駅南口集合。 1月19日

（必着）までに「岡上梨子ノ木緑地参
加」も記入しハガキで。［事前申込制］

川崎授産学園
☎954-5011、 954-6463

　いずれも同学園で。当日直接（団体
は事前連絡が必要）。
コンサート「奏」クリスマススペシャル

　市民コンサート、ホストメンバーコ
ンサート、オーケストラ奏など。12月
23日（祝）13時 半 ～15時 半（開 場13

時）。
音楽交流サロン「奏」

　1月12日、26日の木 曜、13時 半
～15時（開場13時）。

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。
ダンスパーティー

　1月19日㈭13時～15時半。 市内
在住の60歳以上、120人。 12月
15日から参加費200円を持参し直接。

［先着順］
上野先生の介護予防教室

　❶セラバンド体操…2月3日～3月17
日の金曜、全７回。市内在住の60歳
以上、40人。❷骨盤姿勢体操…1月
31日～3月14日の火曜、全７回。市
内在住の60歳以上、30人。いずれ
も参加は動きやすい服装で、体育室
履き、飲み物、タオル持参。 1月
16日（必着）までに❶か❷のいずれか、
または優先順位も記入し、往復ハガ
キで郵送もしくは、ハガキ持参で直
接。重複受講不可。［抽選］

　区における多目的な市民活動の拠点である麻生市民交流館や
まゆりでは、第11次運営スタッフ(現在のスタッフ数は60人程度)
の公募を開始します。それに先立ち、応募者説明会を実施します。
希望者は必ず参加してください。
日時　1月22日㈰10時～12時
場所　麻生市民交流館やまゆり

1月13日までに電話かFAX（住所、氏名、電話番号、メール
アドレス（パソコンかスマートフォン用）を記入）で麻生市民交流館や
まゆり☎951-6321、 951-6467

区役所地域振興課☎965-5116、 965-5201

　世界中のいろいろなリズム楽器を使い、みんなで輪
サークル

になっ
て、即興で楽しむ音楽クリエーション。親子やお友達と素敵
なリズムでつながります。
日時　1月28日㈯10時～11時半（受付9時半～）
場所　麻生スポーツセンター
対象・定員　29年度に小学校入学予定の子どもと保護者40組

1月5日（必着）までに区ホームページか往復ハガキ（全員の氏名（ふりがな）、住
所、電話番号、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「GO・GOキッズ　～もうすぐいちねんせい～」。［抽選］

区役所保育所等・地域連携☎965-5236、 965-5207

　学生や保育士と一緒に、手遊び・リトミックなどを親子
で楽しみませんか。ミニ劇場もあります。
日時　1月19日㈭10時～11時（受付9時半～）
※受付後10時までは、手作り遊具・ボールプールなどで
自由に遊べます
場所　田園調布学園大学　対象・定員　区在住の1歳半～就学前の子どもと保護者35組

12月22日（必着）までに区ホームページか往復ハガキ（全員の氏名（ふりがな）、住
所、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）を記入）で
〒215-8570麻生区役所保育所等・地域連携「けろけろ田園チャイルド」。［抽選］

区役所保育所等・地域連携☎965-5220、 965-5207

『グレート・ミュージアム　
ハプスブルク家からの招待状』

© Navigator Film 2014

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）

川崎市北部
地域療育センター所長

小倉輝久氏

麻生区役所ロビーに記念撮影コーナーを設置しました。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。

　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「山ゆり
号」が新車両になりまし
た。これまでより４人多
い１４人乗り（運転手含
む）となり、より多くの人
が利用できます。

まちづくり局交通政策室☎200-2034、 200-3970

山ゆり号リニューアル！

麻生市民交流館
やまゆり運営スタッフ募集
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