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17万7,163人
7万5,841世帯
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8 月は第 3月曜に、9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。

区 版あさお 麻生区役所公式ツイッター配信中   　 @kawasaki_asaoku　2017（平成29）年7月1日発行

日時　７月１６日㈰１3時半～１４時15分（開場１３時）
場所　アートセンター３階コラボレーションスペース
定員　当日先着８０席　出演者　ミ・コラソン
曲目　ラ・クンパルシータ、レット・イット・ゴー他
区役所地域振興課☎965-5116 965-5201

第１２３回あさお芸術のまちコンサート

みんなで知ろう!! 選挙のこと〜第３回選挙クイズ〜
平成２９年１０月22日㈰に川崎市長選挙が行われます。
さて、市長の任期は次のうちどれでしょうか。

　正解者の中から抽選で10人に防災グッズが当たります。応募は１人１
回です。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。

7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、直接（区役所、市民館、図
書館、柿生分庁舎に応募箱と応募用紙を用意）か郵送で〒215-8570
麻生区選挙管理委員会☎965-5109 965-5200。［抽選］

問題
❶6年　　❷4年　　❸3年 イックン

　地形の特徴だけが記載されている「コマ図」を頼りに、チーム一丸となってゴー
ルを目指すウォークラリー。ゴールまでの時間とゲームやク
イズの得点で順位が決まります。上位入賞者には賞品も。
日時　９月３日㈰8時半集合(雨天中止)
集合場所　柿生分庁舎　コース　岡上方面予定

7月28日(必着)までに代表者の住所、氏名、電話番号、チーム名、チー
ム人数、あさおわくわくウォーク参加希望を記入し郵送かFAXで〒215-8570
麻生区役所地域振興課☎965-5113 965-5201。［抽選］

夏の親子企画「地産地消の料理教室＜夏＞」
　麻生産菜種油と旬の地場野菜でランチを作りましょう。
菜の花プロジェクトによる地域資源循環の話やせっけんの
使い方の実習も行います。
日時　７月３１日㈪10時～13時　場所　麻生市民館料理室
定員　小～中学生と保護者30人　材料費　1人300円

7月15日9時から電話かFAX(住所、参加者全員の氏名、電話番号、子ど
もの学年を記入)でかわさきかえるプロジェクト☎ 299-6460(林)。［先着順］
区役所企画課☎965-5112 965-5200

第33回あさおわくわくウォーク

～せっけんでお片付け～

　「麻生市民交流館やまゆり」が開館から10年を迎えました。
　学び、ボランティアなどの活動の場がほしい、私達の活動
を知ってほしいなど、さまざまな思いを市民ボランティアが
サポートし、活動の輪が広がっています。
　ぜひ、あなたも立ち寄ってみませんか。
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

市民と共に歩み、つないだ市民活動支援の拠点

やまゆり に来てみませんか。

趣味、ボランティア、仲間づ
くりなど、多彩なジャンルの
情報を相談員が紹介します
日時　毎週火・木曜13時半
～16時半（祝日、年末年始
は休み）

地域デビューを応援！

イベント会場に様変わり

❶会議室・印刷室
　予約制（有料、要団体登録）
❷サロン・フリースペース
　平日は誰でも利用できます。

手作り作品の展示にも活用

利用案内、会議室の予約状況などはホームページをご覧ください。
新百合ケ丘駅南口より徒歩4分　開館時間　平日９時半～１７時
※平日夜間と土･日･祝日は予約が必要です
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やまゆり　麻生区

開館
10周年

運営内容もボランティアで議論

活動発表を熱心に聴き入る

“ ”

区の花と施設、
二つのやまゆり

さまざまな支援メニューを提供
・ 情報誌による活動紹介
・ ホームページの開設
・ 市民活動団体間の交流
・ イベントや講座の開催

市民活動を応援！

10周年記念事業
・ パネル展の開催

同館で7月14日～20日（平日）
※区役所ロビーでも一部パネル

を7月24~28日展示します
・ 記念誌、PR動画の公開

ホームページで
7月14日～
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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 8/10㈭❶9:15～（9:00～）
❷10:15～（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

7/18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 8/9（水）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 ❶8/4
㈮❷8/25㈮、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

おやこで防災クッ
キング～夏休み
の自由研究に～

非常食を使った調理実習 8/3㈭9：45～12：00
（9：30～） 小学１～３年生と保護者、12組 １人
500円程度。エプロン、三角巾を持参。※要予約

カルシウム
おやつ教室

カルシウムたっぷりのおやつ作り、骨密度測定（保
護者向け） 8/22㈫13：30～16：00（13：15～）
4～6歳の子どもと保護者、12組。エプロン、三角
巾を持参。※要予約

7/20から
電話で。[先着順]

地域支援担当
☎965-5160

965-5169

（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       

　◎親子で楽しむ夏時間2017…オー
ストラリアとチリからチャーミングな児
童劇がやってきます。『Mr.バンクの魔
法のガラクタ～石、棒、折れた骨～』

（オーストラリア）･･･ 7月25日㈫ ❶
11時❷14時。『アナのはじめての冒険』

（チリ）･･･ 8月1日㈫❶11時❷14時。
アルテリオ映像館上映情報

　『草原の河』『皆はこう呼んだ、鋼
鉄ジーグ』…7月15日～28日。『セー
ルスマン』『八重子のハミング』…7月
22日～8月4日。『ローマ法王になる
日まで』…7月29日～8月11日。『あ
りがとう、トニ・エルドマン』…8月5日
～18日。『オケ老人！』…8月5日～11
日。《映画タイムマシン vol.5》『泣虫
小僧』…8月5日、9日。『東京の合唱』
…8月6日、10日。『風の又三郎』…8
月8日、11日。※日曜最終回、月曜
は休映（祝日の場合翌日に振り替え）。

区役所地域振興課
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5113 965-5201

花があふれるまちづくりにご参加くだ
さい　～あさお花いっぱい推進事業～

　区内の公共的空間（道路沿いなど。
公園除く）の花壇を自主管理している
団体を対象に、花苗、球根、培養土
を提供します（申請上限５万円分）。配
布は１０月頃を予定。 8月7日（必着）
までに区HPか区役所で配布中の申請
書と必要書類を持参か郵送で。［抽選］

区役所企画課
☎965-5112 965-5200

あさお子育てフェスタ
フリーマーケット出店者募集

　対象は家庭で不要になった子ども用
品（飲食物、営利目的は不可）。 ９月
16日㈯10時～15時（雨天中止） 区役
所前広場 18歳以上。28区画 ７月
18日10時からFAXか区HPで。［先着順］
区民会議全体会議を傍聴しませんか？

　市民活動・絆づくり部会と麻生区の
魅力の発掘・発信検討部会に分かれ

て審議を進めています。 ７月18日
㈫15時(開場14時半) ～ 区役所第
１会議室 当日先着20人。
夏休み親子ダンボールコンポスト
講習会

　台所の生ごみを堆肥にしませんか。
❶入門講座 ７月24日㈪❷アフター
フォロー講座 ８月17日㈭、いずれも10
時～12時 区役所会議室 小・中学生
と保護者20組 １組1,000円 ７月18
日までに電話、ＦＡＸ、区HPで。［抽選］

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

秋の定期教室受講者募集

※詳細はお問い合わせください。 8月
5日（必着）までに往復ハガキで。［抽選］

麻生市民館
☎951-1300 951-1650

多文化フェスタ運営委員募集
　 12月9日㈯の運営委員を募集し
ます。詳細は市民館で配布中の案内
をご覧ください。［選考］

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

GO・GOキッズ～もうすぐいちね
んせい～　参加者募集！

　保育士と一緒に遊びましょう。 9月 
2日㈯10時～11時半（受付9時半） く
ろかわのぞみ保育園（はるひ野4-７-1）
区内在住の30年度小学校入学予定児
とその保護者、30組。飲み物持参
8月18日（必着）までに区HPか子どもの
年齢も記入して往復ハガキで。［抽選］

区役所学校・地域連携
☎965-5306 965-5207

外国につながる学習支援者募集
　日本語を教えながら、小・中学生の
学習支援を行うボランティアを募集し
ます。❶日本語教師養成講座420時
間修了者❷日本語教育検定合格者❸
日本国教員免許取得者❹教職課程在

籍か日本語教育専攻（副専攻）者のい
ずれか。１回２時間程度。交通費相当
分の謝礼、事前研修有り。 9月15
日（消印有効）までに直接かＦＡＸで。［事
前申込制］

麻生区社会福祉協議会
☎952-5500 952-1424

ボランティア基礎講座を開催します！
　講師：牧岡英夫氏（共育ひろば主
宰） 7月29日 ㈯10時 ～15時 半
100人 区役所第１会議室 7月24
日までに直接、電話、ＦＡＸで。［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。

　 市内在住で60歳以上の初心者
教材費実費、82円切手１枚が必

要。7月24日から同センターで申込
書配布 ８月10日(消印有効)までに

直接か郵送で。［抽選］
ハーブティのはじめの一歩

　 7月26日㈬13時半～14時半
12人 400円 7月18日㈫から直
接か電話で。［先着順］

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

　 いずれも同学園。
ふれあい夏祭り

　模擬店、太鼓、踊り、民謡など。当日、
新百合ケ丘駅からマイクロバス送迎あ
り。 8月3日㈭16時半～19時半。
夏の天体観望会

　雨天、曇天は天文集会のみ。 7
月29日㈯19時～20時半。当日直接。
小学生以下は保護者同伴で。

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)
　 7月19日～8月16日の水曜。3・4歳
は14時半～。5歳以上は15時～。2歳
は7月26日と8月9日の10時半～ い
ずれも図書館集会室 当日先着30人。
おはなし会(柿生分館)

　❶ 7月19日 ㈬。3～5歳 は14時
45分～、6歳以上は15時10分～。❷

7月26日、8月2日、9日の水曜。1、
2歳は10時 半～。3～5歳は10時45
分～。6歳以上は11時10分～。 い
ずれも絵本コーナー 当日先着20人。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

あさお区民まつり けろけろ田園チャイルド
　バザーや展示を行う出店者を募集します。飲食物の出店はで
きません。
日時　10月8日㈰10時～16時　
会場　区役所前広場、駐車場

7月21日(必着)までに申込書をFAXか郵送で〒215-8570
あさお区民まつり実行委員会出店部会(区役所地域ケア推進担
当)☎965-5303 965-5169。［抽選]
※申込書は区役所地域ケア推進担当で7月3日（月）から配布します

　学生や保育士と一緒に、親子で手遊び・
リトミックなどを楽しみませんか。
日時　Part１　9月4日㈪10時～11時
　　　Part２　9月22日㈮10時～11時
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

8月7日(必着)までに区HPか往復ハガキ

に希望日（Part1かPart2どちらか明記)、全
員のふりがな付き氏名、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)を記入し〒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」係 ☎965-5236 

965-5207。［抽選］

あそぼう！

親子・子ども向け 一般向け
親子げんき体操 ポール

ウオーキング
親子音楽うんどう
ひろば らくらくエアロ

(女児限定)新体操 インナーブレス
エクササイズ

ジュニア
バレーボール 声楽＆ストレッチ
ジュニアファンク
ショナル 太極拳入門

講座名 定員 曜日 時間 回数
健康スト
レッチ体操 40 火 10時～12時

12
卓球 24 水
カラオケ 50 火

13時半
～15時半

書道 25 水
音楽表現
体操 30 金

西洋絵画史 50 金

10時～12時

10
パンフラワー 20 火

8

古典文学 50 水
練功十八法 40 木
仏像の見方 50 月

13時半
～15時半デジカメ 20 火

ハーモニカ 20 金
コーラス 60 月 10時～12時 6

第35回


