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魅力いっぱい 麻 生の秋！ お出かけ特集！
ここでしか体験できない楽しいイベントがいっぱいです。 ぜひ参加してみませんか。

第35回あさお区民まつりを開催します！

麻生区秋の一大イベントです。たくさんの催しや模擬店、舞台パフォーマン

10月21日は「禅寺丸柿の日」です。 歴史ロマン
あふれる禅寺丸柿の魅力に触れてみませんか？

禅寺丸柿もぎ取り体験・歴史散歩

スなど、楽しい企画で皆さんを迎えます。ぜひ誘い合わせてご来場ください。
日時 10月8日㈰10時～16時
（荒天中止） 場所 麻生区役所前広場他
※区役所前道路はパレード開催のため、9時半～11時ごろ、交通規制が実施
されます。ご協力をお願いします。
り実行委員会」
☎965-5113

区役所地域振興課内
「あさお区民まつ

965-5201。当日の開催可否は☎0180-991-

626
（音声案内）

麻生区の木
「禅寺丸柿」
の柿もぎを昔ながらの
「ばっ
ぱさみ
（もぎとり棒）
」
を使って体験してみませんか。 地
域資源を巡る歴史散歩と併せて、麻生区の魅力を紹
介します。
日時 10月6日㈮13時集合～16時半解散
（荒天中止）

【同時開催！古着リサイクル】

集合場所 黒川駅北口 コース
（予定） 黒川駅北口→

古着類
（汚れているもの、破れているものを除

黒川の農家→西光寺→汁守神社→セレサモス→黒川青

く）
、小型家電の回収を行います。リユースとリ

少年野外活動センター→黒川駅南口

サイクルにご協力をお願いします。

※柿の生育状況により柿もぎ体験は中止する場合があります

多摩生活環境事業所 ☎933-4111 934-8550

定員 30人 費用 500円
（資料代）

［同時開催！］
区民まつり当日、麻生区役所
ロビーでは、150万人都市を記念し、
「今
は昔の物語〜映像でめぐる麻生のくらし

9月20日
（消印有効）
までに往復ハガキ
（1通2人まで）
に
「禅寺丸柿歴史散
歩」
、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

〜」
を上映します。昭和27年からのくらし
を、当時のニュース映像で紹介します。

第126回あさお芸術のまちコンサート

日時 10月１日㈰
半） 場所

今なお義経史話が残る名所を歴史観光ガイドが添乗するバスで巡ります。
日時 10月16日㈪9時半～16時半ごろ。
（荒天中止） 集合場所

登戸駅

多摩川口エスカレーター下
（市立多摩病院側） コース 登戸駅→妙楽寺→

なでしこホール

二枚橋→セレサモス→旭鮨→法雲寺→九郎明神社→王禅寺→新百合ヶ丘駅

定員 当日先着120人 出演 シャルメ・エ・レーヴ、

→登戸駅 定員 24人 料金 4,800円
（昼食代含む）

平野優人、藤木秋奈 曲目 ハンガリー舞曲第6番、

9月19日10時から電話でスペース・プラン☎933-0080。
［先着順］

ヴォカリーズ、愛の挨拶他
区役所地域振興課☎965-5116

義経史話を訪ねる歴史探訪のバスツアー

昼食は新装オープンした新百合ケ丘の旭鮨で。

開演 14時～15時
（開場13時

田園調布学園大学

965-5201。
［抽選］

区役所地域振興課☎965-5113

965-5201

965-5201

親子向けイベントも盛りだくさん！
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親子で体験アドベンチャー
30 ・玉川大TAPセンター
土

時間 9時～13時半

体を動かし、参加者みんなが協力して
「人間」
を

10

アグリ・エコファーム体験
21 in明大黒川農場
土

明治大学黒川農場で先端農業技術の施設見学と、

育む、アドベンチャー教育。国内有数の施設があ

野菜の収穫や調理体験をします。

る玉川大学TAPセンターで、体験してみませんか。

場所 明治大学黒川農場(黒川2060-1)

場所 玉川大学
（東京都町田市玉川学園6-1-1）

対象 区内在住・在学の小学３～６年生と保護者

対象 区内在住・在学の小学4～6年生と保護者

定員 30組60人
（子ども１人に対して保護者1人）

定員 25組50人
（子ども1人に対して保護者1人）

9月29日
（必着）
までに区HPか往復ハガキ
（子どもと保護者の氏名
（ふりが

9月20日
（必着）
までに区HPか往復ハガキ
（参加者全員の氏名
（ふりがな）
、
住所、電話番号、学校名、学年を記入）
で〒215-8570麻生区役所地域ケア
推進担当
「玉川大TAP」
☎965-5303
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時間 9時半～15時

な）
、住所、電話番号、学校名、学年を記入）
で〒215-8570麻生区役所地域
ケア推進担当
「明大黒川農場」
☎965-5303

965-5169。
［抽選］

965-5169。
［抽選］

秋の親子企画「地産地消の料理教室〈秋〉」
21 ～せっけんでお片付け～
時間 10時～13時
土

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
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「赤ちゃん学」連続講座① 時間 10時～11時半
30 ―赤ちゃんの見る世界を科学する―
月

誰もがみんな
「赤ちゃん」
だった…はずなのに、まだまだ知られていないこと
を、大学の教授陣が楽しく講義します。あなたの子育てが変わるかもしれま

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。

せん。全3回の第1回。

場所 麻生市民館料理室

場所 区役所4階第1会議室 対象 乳幼児の保護者・妊娠中の人とそのパー

定員 小～中学生と保護者30人 材料費 1人300円

トナーなど80人 講師 山口真美氏
（中央大学心理学研究室）
他

9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☎
区役所企画課☎965-5112

299-6460(林)。
［先着順］

9月15日から区HPかFAX
（住所、氏名、電話番号、子どもの年齢を記入）
で麻生区役所地域ケア推進担当
「赤ちゃん学」
☎965-5303

965-5169。

［先着順］

965-5200

（平成29年8月1日現在）

17万7,223人
7万5,935世帯
9月は第 2 月曜日に、10月は第 3 月曜日に区役所ロビー・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。

ここからあさお区版です

2017（平成29）年

9月1日号

田原
線

移転期間 平成30年1月31日まで
（予定）

などに役立てるため、９月から10月にかけて調査を実

小田

市立柿生
小学校

工事終了までの間、ご理解とご協力をお願いします。

市では、将来のまちづくり、交通計画、防災対策

急小

次の間、麻生消防署柿生出張所へ移転しています。

施します。
調査にあたり無作為に抽出した世帯に調査票
（ハガ

移転先 麻生消防署柿生出張所
（麻生区片平2-30-7）

キ）
をお送りしますので、ご協力をお願いします。

※王禅寺出張所の電話番号は変更ありません
麻生消防署☎951-0119
王禅寺出張所☎

まちづくり局交通政策室☎200-2034

951-0221

200-3970

954-0119

かわさきの森づくり
参加者募集

麻生市民交流館やまゆり運営スタッフの募集 開館
多目的な市民活動の拠点である麻生市民交流

対象 地域活動に興味のある人

館やまゆりでは、第12次運営スタッフ
（現在60人）

10月13日までに電話かFAX

10周年

つる

高石特別緑地でクズ蔓の除去など、里山の

の公募に先立ち、応募者説明会
（必須）
を実施しま （氏 名、 住 所、 電 話 番 号、 メー
す。

ルアドレス
（必須。 パソコンかスマートフォンに限

日時 10月22日㈰10時～12時

る）
を記入）
で、麻生市民交流館やまゆり。☎951-

場所 麻生市民交流館やまゆり

6321

整備をします。
日時 10月15日㈰9時半～12時
集合場所 高石特別緑地
（百合ケ丘駅より徒歩12分）

951-6467

第９回「目指せ!アクティブシニア講座」
の企画委員募集
子育て卒業、定年退職などを機会に地域貢献

9月29日までに麻生市民交流館やまゆりの

したい人を対象にした連続講座の企画委員を募集

窓口、HPで配布中の応募用紙を直接かFAXで☎

します。

951-6321

場所 麻生市民交流館やまゆり 人数 5人

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…９月29

円

ミュニケーションを楽しく学ぶ講座で
す。 全5回
（最終日は発表会）
。
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FAX、メールで。
［抽選］

小学生

10月1日までに、直接、電話、

他。演者からのプレゼントが当たる抽

10月13日 ㈮、19日 ㈭、26日 ㈭、
31日㈫、11月2日㈭、13時半〜15
時半

おおむね50歳以上20人

費負担の回有り

実

直接。 小学生以下は保護者同伴で。

麻生区社会福祉協議会
〒215-0004麻生区万福寺1-2-2
☎952-5500 952-1424

保健福祉
センター

輪投げ大会

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)
9月20日～10月11日の水曜。３
・
４歳は14時半～。5歳以上は15時～。
2歳は9月27日と10月11日の10時半
～

10月13日㈮13時半～15時半
市 内 在 住60歳 以 上、30組
（5人1組）
9月16日から直接か電話で。
［先着］
男の料理教室基本編～４回シリーズ～
10月19日、
11月16日、30年１月18
日、2月15日の木曜。いずれも９時半～

月23日～10月6日。
『 パッション・フラ

12時

メンコ』…9月30日〜10月13日。
『パ

人

ター ソン』…9月30日 ～10月20日。

キを直接持参か往復ハガキで。
［抽選］

※日曜最終回、月曜は休映
（祝日の

男の料理教室ステップアップ編秋

市内在住60歳以上の男性12
9月25日までにハガ

市

ス マ イ ル
歯みがき教室
離乳食教室
ステップ１
養
修

当日先着30人。

9月20日～10月11日の水曜。3～
5歳は14時45分～、6歳以上は15時10
分～

絵本コーナー 当日先着20人。

内容・日時
（当日受付時間）
・対象他

1
歳
児
歯 科 健 診

栄
研

図書館集会室

おはなし会(柿生分館)

：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

10月25日㈬9時 半 ～12時

に直接か郵送で。

先着200人にお団子プレゼント。

を慰問金として配分します。 希望す

いずれも同センターで。

場合翌日に振り替え）

30人

9月22日
（必着）
までに往

年末たすけあい運動の募金の一部

〒215-0006麻生区金程2-8-3
☎966-1549 966-8956

麻生

に記入し10月３日～31日
（必着）
まで

年末たすけあい慰問金の申請

（麻生いきいきセンター）

各回600円

❷療育手帳Aの人❸要介護4・5の寝

10月7日㈯18時半～20時。 当日

10月3日までに直

麻生老人福祉センター

『ブランカとギター弾き』
『 十 年』…9

精神障害者保健福祉手帳1・2級の人

区社会福祉協議会で配布する申請書

10月6日～11月24日の金曜
（祝
3,240円

人がいる世帯。❶身体障害者手帳か

たきりや認知症などの高齢者

手話入門講座～入門編～
日を除く）
、13時 ～15時

区内の在宅生

活者で❶～❸のいずれかに該当する

いずれも同学園で。

接か電話で。
［抽選］

～29日。
『タレンタイム〜優しい歌』
、

請書を送付します。

雨 天、 曇 天 時は天 文 集 会 のみ。

自分の住んでいる見慣れたまちで

月9日～22日。
『ブレンダンとケルズ

年度申請した世帯には9月下旬に申

秋の天体観望会

住み慣れたまちで楽しさ発見
受講者募集
新しい楽しさを見つけてみませんか。

の 秘 密』
『 夜 明けの 祈り』…9月16日

る対象者はお申し込みください。 昨

復ハガキで。
［抽選］

開演。出演：柳亭小燕枝、初音家左橋

『ローサは密告された』
『
、残像』
…9

600

10月3日までにハガキを直接持参

〒215-0001麻生区細山1209
☎954-5011 954-6463

月28日、11月18日、25日、12月2日、

722-8410

※申込者に詳細案内を返信

965-5201

川崎授産学園

即興劇や音楽を通して、表現やコ

現役が総力を結集。オーストラリアか

『タレンタイム〜優しい歌』
© Primeworks Studios Sdn Bhd

☎711-6631

か往復ハガキで。
［抽選］

20人

アルテリオ映像館上映情報

3-12市公園緑地協会
「森づくり」
。

☎988-0268 986-0472
88okaga@city.kawasaki.jp

16日の土曜、10時～12時

選会も開催。

12日
（必着）
までに〒211-0052中原区等々力

内在住60歳以上の男性12人

からだで遊ぼう！伝えよう！－小学
生のための表現教室－受講者募集

◎しんゆり寄席･･･９月30日㈯14時

アドレス、 希望の日(10/15)と記入し、10月

麻生市民館岡上分館

日㈮19時開演。ジャズ生誕100周年

ルを披露。予定曲：Moon River他。

ハガキに氏名、住所、電話番号、メール

951-6467。
［選考］

区役所地域振興課☎965-5116

を記念し、昭和音楽大学の講師・OB・
らのゲストも招いての豪華アンサンブ

02

東京都市圏パーソントリップ調査
（事前調査）
にご協力ください

麻生消防署王禅寺出張所の一時移転について
麻生消防署王禅寺出張所は庁舎の改修工事のため、

区 版 あさお

No.1168

士
会

歯科健診と歯科相談 10/12㈭❶9:15～（9:00
～）
❷10:15～
（10:00～） １歳３カ月未満の子ど
もの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
9/19から
ブラッシング実習と歯科相談 10/11㈬9：15～10：
電話で。[先着順]
30 就学前の子どもと保護者、15組。※要予約
地域支援担当
離乳 食の進め方についての話と個別相談 ❶
☎965-5160
10/13㈮❷10/27㈮、9：30～
（9：15～） 5～7カ
965-5169
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
災害時の食支援や備蓄に関すること、グループワー
（13:45） 40人。※要予約
ク。 9/29㈮14:00～

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 。

