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支え合いの地域づくり

麻生区役所
ツイッター

あさ お

区役所地域みまもり支援センターがお手伝いします！
地域みまもり支援センターでは、子どもから大人まで、全ての人を対象に、
誰もが地域で安心して暮らすための
「地域包括ケアシステム」
の構築を目指

こんなときにご相談ください
近所の
人の
様子が
心配だ

しています。この取り組みを進めるためには
「自助
（自らできること）
「互助
」 （地
域で助け合えること）
」
が重要になります。支え合いの地域づくりを皆さんと

周りに子育てに
ついて相談する
人がいない

一緒に考えていきます。お気軽にご相談ください。
区役所地域支援担当☎965-5157、

965-5169

こんな互助の取り組みも始まっています
白山の新ゆりグリーンタウン・ポプラ街区で活動する
「ポプラ・ささえあ
い」
は、講習会を開催しながら、高齢世帯の買い物、家具移動の手助け、

健康づく
グループ りの
につい
知りたい て

子育て世帯の子どもの一時預かりなど、日常の
「ちょっとしたお手伝い」
を
して地域の大きな助けとなっています。ちょっとした身近な困りごとに対
して、自分たちでできることを行うため、地域の人たちが始めたものです。

地域で
見守り活動を
始めたい

この他にも、地域には支え合い活動を行っている団体が数多くあります。

地域みまもり支援センターには、
皆さんにお役 ていただくための次のメニューがあります
⃝地域包括ケアシステムに関する講演会
（次回は３月１１日㈯に開催予定）
こうくう

⃝出前講座
（認知症予防、健康づくり、食事、口腔ケアなど）
⃝ＤＶＤ貸し出し
（介護予防かわさき体操、防災シンポジウムなど）
区役所地域ケア推進担当☎965-5303、
子どもの一時預かり

高齢者手助けのための講習会

麻生区 地域みまもり支援センター

詳細は、区ホームページをご覧ください

麻生区市民提案型
協働事業の募集

第３２回麻生音楽祭２０１７参加団体募集
ことしで32回を迎える麻生音楽祭。2つの部会の参加
団体を募集します
（コーラスの部は3月に募集予定）
。

表者の住所、氏名、

区内で活動している団体から

電 話 番 号、FAX番

地域課題の解決につながる事業

出演予定日・場所 ❶ポピュラーミュージックの部
（アンプ、 号、メールアドレス、

を募集します。 審査会で選考の

ドラムスなど使用）
…6月25日㈰❷アコースティックの部
（反

団体名、音楽ジャン

響板使用）
…7月8日㈯、❶❷いずれも麻生市民館ホール

ル、 人 数、 使 用 楽

※詳細は区役所などで配布中のチラシをご覧ください

器を記入し〒215-8570麻生区役所地域振興課内麻生音

2月10日
（必着）
までに往復ハガキに希望の部会、代

楽祭事務局☎965-5370、

上、 提案された団体に対して区

965-5201。
［選考］

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

る応募用紙
（区ホー

の皆さんと楽しむコンサートの出演者を募集します。

ムページからもダウ

出演予定日時・場所 ❶8月27日㈰13時半～16時、麻生

ンロード可）に必 要

市民館ホール❷11月3日㈷13時半～15時半、新百合21

事 項を記 入し、 演

ホール❸30年1月26日㈮14時～15時、昭和音楽大学ユ

奏予定の生演奏の

リホール

曲が入ったＣＤと出演者全員の写真を添えて直接か郵送

※応募条件など詳細は応募用紙をご覧ください

で〒215-8570麻生区役所地域振興課☎965-5116、

2月13日(必着)までに区役所地域振興課などで配布す

検索

965-5169

965-5201。
［選考］
。※結果は３月中に全員に通知します

の事業として委託します。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23日～２月24日
募集数 ３～5事業程度
事業費 １事業あたり
10～100万円以内
提案方法

企画提案書と必要書

類を区役所企画課窓口に持参。
提出後、３月下旬までに事前協議
(必須)を行います。
区役所企画課☎965-5112、
965-5200

（平成28年12月1日現在）

17 万6,527 人
7 万5,135 世帯
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。

ここからあさお区版です

2017（平成29）年

大雪に対する備えを

1月1日号

02

みんなで知ろう！！選挙のこと〜第２回選挙クイズ〜

雪道では転倒のリスクが高くなります。降雪の際には、外出は極力控える
ようにしましょう。やむを得ず徒歩で出かける場合は、滑り止めがついてい
る長靴などを履き、歩幅を狭くして、つま先とかかとを同時に地面につける

平成28年７月10日に執行された第24回参議院議員通常選

問題 挙で、新たに選挙権を得た区内の18歳、19歳の選挙人の
投票率
（神奈川県選挙区選挙）
は次のうちどれでしょうか。

ように歩きましょう。また、事前に食材や燃料の買い出しをしておきましょう。

❶59％

高齢者など除雪が難しい場合には、地域の助け合いによる除雪にご協力
ください。
区役所危機管理担当☎965-5115、

区 版 あさお

No.1152

❷38％

イックン

❸84％

正解者の中から抽選で10人に防災グッズが当たります。応募は１人１回で

965-5201

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。
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

「やまゆり」利用団体活動発表会
麻生市民交流館やまゆりでは、登録している団体の発表会を開催します。
さまざまな団体の活動を知り、新たな活動のヒントや刺激にもなる機会です。
日時 ２月12日㈰
10時～ ポスターセッション
13時半〜16時 実演発表

区のお知らせ

申し込み方法は市版5面参照

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）

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…１月27
日㈮19時開演。 出演：伊地知正憲、
吉野廣蔵、日下貴博。 ◎しんゆり寄
席…１月28日㈯14時開演。出演：初音
家左橋、桂米多朗他。
アルテリオ映像館上映情報
「雨にゆれる女」
…１月14日～20日。
「ヒッチコック／トリュフォー」
「 湾生回
家」
「ノーマ東京 世界一のレストランが
日本にやって来た」
…１月21日～２月３
日。
「ブラインド・マッサージ」
…１月28
日～２月９日。
「人生フルーツ」
…１月28
日～２月10日。
「湯を沸かすほどの熱
い愛」
…２月４日～10日、14日～17
日。※日曜最終回、月曜は休映
（祝日
の場合翌日に振り替え）
。

区役所保育所等・地域連携
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5220、 965-5207

「子どもの心が育つ おもしろ子育て
講座」
～お母さんは主演女優賞～
1月31日㈫10時～11時。区役所第

麻生市民交流館やまゆり☎9516321、

951-6467

965-5201

２月４日㈯13時半～16時20分
（開場
13時）
。区役所第３会議室で。コーディ
ネーター：堂前雅史氏
（和光大学教授）
。
当日先着50人。
（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。

童謡・唱歌
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60

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

と保護者70組。講師：杉浦正明氏
（子

直接持参か郵送で。 申込書は１月23

育て協会所長）
。

日から同センターで配布。
［抽選］

［抽選］

囲碁大会
２月８日㈬9時半～16時。市内在住で

川崎授産学園
〒215-0001麻生区細山1209
☎954-5011、 954-6463
info@seiwa-gakuen.jp

点字入門講座
点字の学習、視覚障害者の講演など。
２月６日～３月13日の月曜、10時～12
時、全６回。同学園研修室で。25人。
1,798円。

再整備イメージ図

工事期間 12月～３月
（予定）
まちづくり局地域整備推進課☎200-3011、

60歳以上、囲碁5級程度以上60人。
１月16日から直接か電話で。
［先着順］

区役所高齢・障害課
☎965-5259、

965-5206

麻生区地域自立支援協議会の活動
報告会
障害の有無に関わらず誰もが安心し

1月26日(必着)までに

て暮らせる地域づくりを目指した取り

駐車場の利用有無、点字器の色も記

組み内容を報告します。１月18日㈬９

入し、郵送、FAX、メールで。
［抽選］

時45分～12時。区役所２階保健ホー

200-3967

区役所道路公園センター整備課☎954-0505、
ルで。 50人。

1月16日までに

FAXかメールであさお基幹相談支援セ
ンター☎299-8895、

299-8896、

統合失調症家族講座
統合失調症を患う人
（10～20代）
の
家族向け講座を行います。１月28日

954-6283

会
（田中）
☎

299-8338、

asao_

yokyoku@yahoo.co.jp［先着順］

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

㈯14時～16時。他1回予定。区役所

おはなし会(麻生図書館)

２階保健ホールで。30人。

１月18日～２月８日の水曜。 3・4歳

1月27

日までに電話かFAXで。

29年度前期講座（4月〜8月）

火

整備を行います。

asao- kssc@nifty.com
［抽選］

麻生老人福祉センター

曜日

新百合ケ丘駅南口駅前広場の一般車・タク

リアフリー化、安全性の向上につながる再

エコのまち麻生及び緑を守る活動を
進めるために〜麻生区で活動する5
団体のパネルディスカッション〜

講座名
詩吟
囲碁
太極拳
絵画
ダンス
フラダンス
オカリナ
近現代文学
民謡
トール
ペイント

新百合ケ丘駅南口駅前広場再整備
場スペースを広げ、交通の流れの改善やバ

区役所地域振興課
☎965-5370、

965-5200。
［抽選］

シー乗降場側にあるスロープを撤去し、広

有効)までに申込書と82円切手１枚を

でに区ホームページか往復ハガキで。

965-5109、

場所 麻生市民交流館やまゆり

１会議室で。０歳から就学前の子ども
1月16日
（必着）
ま

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☎

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

「いま、戦争を記録する」
映像報告＆対話集会
学童疎開などの戦争経験の映像を
見て、対話をします。１月28日㈯10
時～12時。同館視聴覚室で。35人。
1月26日17時までに直接か電話
で。
能楽入門講座
２月22日～３月８日の水曜、14時

は14時半～。5歳以上は15時～。2
歳は１月25日と２月８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)
１月18日～２月８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。

市消防防災指導公社
☎366-2475、

272-6699

普通救命講習会
心肺蘇生法などの講義と実習。２月

～15時半、全３回。同館で。20人。

28日㈫９時～12時。 麻生消防署で。

教材費1,000円。 １月16日から電

30人。 ２月14日９時から直接か電話

話、FAX、メールであさお謡曲研究

で。
［先着順］

保健福祉
センター

：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）
・対象他
歯科健診と歯科相談。2/9㈭❶9:15～（9:00～）
1
歳
児 ❷10:15～（10:00～）。1歳3カ月未満で歯につい
歯 科 健 診 て相談したい人、心配なことがある人、各回15人。1/16から電話で
[先着順]
母子健康手帳持参。※要予約
ス マ イ ル ブラッシング実習と歯科相談。2/8㈬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
離乳食の進め方についての話と個別相談。❶2/10㈮ ❷
965-5169
離乳食教室
2/24㈮、9:30～
（9:15～）
。５～７カ月の子どもの保護
ステップ１
者30人。母子健康手帳、筆記用具を持参。※要予約
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 1/16から電話で
禁 煙 相 談 の相談に乗ります。2/2㈭13:30～14:50。※要予約
[先着順]
健 康 づ く うつ病の理解と治療についての講演会。2/17㈮14： 地域支援担当
り 講 演 会 00～
（13：30）
。市内在住の100人。講師：岡本浩一医 ☎965-5157
『 う つ 病 』師
（フィールファインクリニック）
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。

麻 生 区 役 所ロビ ーに記 念 撮 影コー ナ ーを設 置して います 。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 。

