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17万6,724人
7万5,459世帯
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5月は第 2 木曜、6月・７月は第 2 月曜に、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ます。
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　特に記載のない限り、会場は麻生市民館ホール。
入場は当日直接会場にお越しください（要申し込みは除く）。
入場無料。

第32回

　今回は、芸術・文化のまちづくりをテーマに、区内
の芸術、文化団体からの発表や市長との意見交換を
行います。
日時　５月26日㈮15時～16時半（開場14時45分）
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。前日正午まで）、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

～傍聴者募集～ かわさきの森づくり参加者募集
　栗木山王山特別緑地の真竹
林で春の整備をします。
日時　６月２日㈮
　　　９時半～12時
集合場所　栗平駅南口9時集合

５月30日（必着）までにハガ
キに住所、氏名、年齢、電話番
号、メールアドレス、「６月２日㈮」を記入し〒211-0052中原区等々力
3-12市公園緑地協会☎711-6631、 722-8410。［事前申込制］

区 民 車 座 集 会

６月11日㈰
オープニングイベント
13時～14時
会場は新百合ケ丘エルミロード
１階吹き抜け広場。
定員なし

６月18日㈰
コーラスのつどい
13時開演（12時半開場）
子どもからシニアまで、参加
するコーラスの祭典。
定員1,000人

６月13日（必着）までに、往復ハガキ（返信は62円です。不足の場合は、
不足分の切手をお貼りください）に、応募者全員（１枚で４人まで）の氏名、住
所、電話番号と「ファミリーコンサート希望」を記入し〒215-8570麻生区役
所地域振興課内麻生音楽祭実行委員会事務局。［抽選］

７月１日㈯
かなでようあさおの響き（中学生部門）　
13時開演（12時半開場）
区内の中学校８校のソロ、合唱、吹奏楽など。定員1,000人

６月25日㈰
ポピュラー
ミュージックショー
13時半開演（13時開場）
ジャズ、ポップス、カントリー
など、多彩なジャンルの演奏
をお楽しみください。
定員1,000人

７月９日㈰
ファミリーコンサート
14時半開演（14時開場）
「くるみ割り人形」を中心に元気の
出るクラシックをお贈りします！
定員800人（要申し込み）

心に響く、手作りのハーモニー
区民が企画から運営まで参加し、30年を超えて麻生区と共に育まれた麻生音楽祭。ことしも見どころ、聞きどころ満載です。

区役所地域振興課☎965-5370、 965-5201

６月24日㈯
スクールコンサート（小学生・高校生部門）
10時開演（９時半開場）
区内の小学校・高校の合唱、吹奏楽など。定員1,000人

７月８日㈯
アコースティックコンサート
13時半開演（13時開場）
弦楽器、管楽器、民族楽器、
邦楽などさまざまな楽器が大集
合。センシブルなアンサンブル
の響きをお楽しみください。
定員1,000人

麻生音楽祭2017
スケジュール
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　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
しむレクリエーション。親子や友達と
素敵なリズムでつながります。
日時　６月17日㈯10時～11時半
　　　（受付9時半～）
場所　千代ヶ丘小学校体育館
　　　（千代ヶ丘8-9-1）
対象　30年度小学校入学予定児（23
年４月２日～24年４月１日生まれ、区
内在住の人、入学予定学区は問いま
せん）とその保護者

定員　40組
※飲み物を持
参してください

６月２日
（必着）までに
区ホームページまたは往復ハガキに
住所、電話番号、参加者全員の氏名

（ふりがな）、子どもの年齢を記入し
〒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～」係☎965-5220、

965-5207。［抽選］

「GO・GOキッズ
～もうすぐいちねんせい～」参加者募集！

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。6/8㈭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 5/22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。6/14㈬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。❶6/9㈮
❷6/23㈮、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

（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

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。

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…６月23
日㈮19時開演。野口久和ザ・ビッグバ
ンドがアートセンターオープン10周年
を彩ります。スイングや映画音楽の名
曲をビッグバンドでゴージャスに！ 予定
曲：Take the‘A’Train、Memories 
of you他。◎しんゆり寄席…６月24
日㈯14時開演。出演：初音家左橋、
桂米多朗他。終演後演者との交流会
を行います。希望者は当日受付にて
申し込み。
アルテリオ映像館上映情報

　「サラエヴォの銃声」…5月13日～
19日。「未来よ こんにちは」「家族の
肖像 デジタル完全修復版」「モン・ロ
ワ 愛を巡るそれぞれの理由」…5月

13日～26日。「午後８時の訪問者」…
5月20日～6月2日。「マンチェスター・
バイ・ザ・シー」…5月27日～6月16日。

「ターシャ・テューダー 静かな水の物
語」…6月3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）。

健康福祉局庶務課
☎200-2500、 200-3925

第22回ふくしまつり
　模擬店や福祉活動の紹介、チャリ
ティーイベントなど。６月４日(日)10
時半～14時。上麻生北第2公園で。
当日直接。 雨天中止。 福祉クラ
ブ生活共同組合☎045-547-1400、

045-547-1414。

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。
食生活講座

　❶「日々の食彩（カルシウム料理）」
…６月12日㈪。❷「男の料理教室 ス
テップアップ編 夏」…７月７日㈮。い
ずれも９時半～12時。 市内在住で
60歳以上12人、 材料費各600円。

❶５月26日❷６月９日(必着)までに
ハガキ持参か往復ハガキで。［抽選］
おたっしゃ茶のみ会

　「認知症予防と食事の関係」…６月
16日㈮13時半～15時。市内在住で
60歳以上40人。 ５月15日から直
接か電話で。［先着順］

ふれあいバザー
　バザーや模擬店を開催します。６月
３日㈯10時半～14時。

川崎授産学園
〒215-0001麻生区細山1209

☎954-5011、 954-6463
info@seiwa-gakuen.jp

障害者支援講座
「ボランティア養成講座」
　❶講義：人を支援することの意味を
考えてみよう…６月12日㈪13時半～
15時半❷６月20日㈫～22日㈭13時
半～15時のいずれか１つ以上のプロ
グラムに参加し体験する❸講義：ボラ
ンティア体験を通して自分自身を知
ろう…６月23日㈮13時半～15時半。
同学園で。20人。❶❸の講師：山中
達也氏（山梨県立大学人間福祉学部
准教授）。 ６月８日までに直接、電
話、FAX、メールで。［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

おはなし会(麻生図書館)
　５月17日～６月14日の水曜。3・4歳
は14時半～。5歳以上は15時～。2
歳は５月24日と６月14日の10時半～。
小学生以上は５月31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)

　５月24日～６月14日の水曜。3～5
歳は14時45分～15時5分、6歳以上
は15時10分～15時40分。いずれも
絵本コーナーで。当日先着20人。
おりがみひろば(柿生分館)

　５月17日㈬ ❶14時45分～15時5
分❷15時10分～15時40分。いずれ
も絵本コーナーで。当日先着25人。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

『未来よ こんにちは』
©2016 CG Cinema・Arte France Cinema・
DetailFilm・Rhone-Alpes Cinema

　都市計画道路栗木線の稲
城市境区間（栗平２丁目10
番地先、 栗木台５丁目3番
地先）が４月25日㈫に開通し
ました。今回の開通により、
栗平駅周辺のまちの活性化
や新百合ケ丘駅周辺に集中
していた交通量の分散化、
東京都多摩方面へのアクセ
ス改善などが期待されます。

建設緑政局道路整備課
☎200-2805、 200-7703

ワードとエクセル表計算塾
　「麻生市民交流館やまゆり」では、
ワードとエクセルのデータ入力・表
の編集を学べる講座を開催します。
団体活動に生かせる技術をこの機
会に学びませんか。
日時　7月～12月までの原則毎月
第１日曜、10時～12時
場所　麻生市民交流館やまゆり
定員　25人程
費用　1,000円（資料代）
※麻生市民交流館やまゆりの登録

団体を優先
します。
詳細は麻生
市民交流館
やまゆりと
区役所で配
布中のチラシをご覧ください

5月15日から電 話 かFAX（氏
名、住所、電話番号を記入）で麻生
市民交流館やまゆり☎951-6321、

951-6467。［先着順］

栗木線が開通
　区内の史跡・名所を麻生観光協会のガイドと共に巡ります。
日時　６月14日㈬13時15分～16時半ごろ（小雨決行）　
集合場所　読売ランド前駅南口　
コース（約4.8km）　読売ランド前駅→細王舎跡→二枚橋→細山神明社→香
林寺→香林寺五重塔→法雲寺→潮音寺→高石神社→百合ケ丘駅（解散）　
定員　30人　費用　500円（資料代・保険料）

5月31日（消印有効）までに往復ハガキ（1通2人まで）に「第３回麻生の歴
史散策」、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し〒215-8570麻生区役所
地域振興課☎965-5113、 965-5201。［抽選］
※麻生観光協会のホームページからも申し込めます

　　　　　　第３回歴史観光ガイド
「旧高石・細山村の歴史散策」
平成29年度


