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17万7,238人
7万5,999世帯
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11月、12月の第2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。

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11月1日発行

第128回あさお芸術のまちコンサート アートと食の祭典 しんゆりマルシェ2017
日時　1月26日㈮　14時開演（開場13時半）
場所　昭和音楽大学ユリホール
定員　小学生以上350人
出演　ピアノ・デュオ・ソフィア、星の音楽隊、ラ
トワール カルテット
曲目　 モーツァルト作曲 4手のためのピ
アノソナタ 二長調K.381、ヨハン・シュト
ラウス作曲「春の声」他  

12月20日（必着）までに往復ハガ
キに住所、氏名、電話番号、希望人
数（1通2人まで）を記入し、〒215-8570麻生区役所地域振興課☎965-
5116 965-5201。［抽選］ 

　地元屈指の料理店、地場野菜、スイーツ、アート＆クラフトの出店、商店
会と大型店のコラボ企画、親子参加型ワークショップ
が大集結。来年4月オープン予定の地域商業連携一体
化センター「（仮称）リリオス」の内覧会も開催します。
日時　11月25日㈯10時～16時（荒天中止）
　　　内覧会は13時～16時（荒天中止）
場所　新百合ヶ丘ハウジングギャラリー、新
百合ヶ丘駅南口周辺、マプレ専門店街

しんゆりマルシェ2017実行委員会
☎966-6200 966-6305
区役所地域振興課☎965-5116 965-5201

目指せ！ アクティブシニア講座
会社ビトから
社会ビトへ

日時　1月13日～2月17日の土曜、10時～12時、全6回。
場所　麻生市民交流館　やまゆり
対象　定年退職を迎える人や定年退職した人、子育てを終えた人　定員　25人

12月16日までに麻生市民交流館やまゆりの窓口と同館HPで配布する応
募用紙を直接かFAXで☎951-6321 951-6467。［抽選］

在宅医療講演会
〜介護と在宅療養支援を考える〜

　認知症高齢者が地域で自分らしく暮らし続けるために、認知症について
の基礎知識と、介護保険制度についての講演を行います。
日時　12月9日㈯14時～16時　場所　区役所第１会議室
講師　水間哲郎氏（川崎市精神科医会会長）　定員　150人

11月15日から電話、ＦＡＸ（住所、氏名、年齢、電話番号を記入）、区
HPで区役所地域ケア推進担当☎965-5303 965-5169。［先着順］

麻生市民館大ホール改修工事のお知らせ
　11月から3月まで改修工事を行います。図書館や会議室は通常どおり利用で
きますが、工事の関係で、利用の制限や騒音・振動など、ご不便をおかけします。
ご理解とご協力をお願いします。 麻生市民館☎951-1300 951-1650

行政サービス端末の終了と
各種証明書のコンビニ交付
　区役所2階と柿生分庁舎入口に設置している行政サービ
ス端末は、12月28日（木）19時で終了します。
　マイナンバーカード（個人番号カード）があ

れば、全国の主要なコンビニエンスストアで住民票の写しなど
の証明書を取得できます。
※お持ちの「かわさき市民カード」は、引き続き印鑑証明書の
交付に必要となります

市民文化局戸籍住民サービス課
☎200-2342 200-3912

マイナンバーカードについて
市民文化局区政推進課

☎200-2855 200-3800

行政サービス端末の終了について

kirara@アートしんゆり2017
～Shinyuri  Next10  未来へ～
11/11～2/14 17：00～24：00

　ことしも新百合ヶ丘駅周辺をイルミネーションで彩ります。点灯式では区内で活躍
するアーティストや団体による点灯パフォーマンスが楽しめます。
場所　新百合ヶ丘駅南口周辺、北口周辺、アートセンター周辺
kirara@アートしんゆり2017関連イベント
場所　新百合ヶ丘南口ペデストリアンデッキ中央広場
❶点灯式　11月11日㈯16時半から（荒天中止。雨天の場合はペデストリアンデッキ下）
❷クリスマスイベント　12月16日㈯16時半から（雨天中止）　

kirara@アートしんゆり実行委員会事務局（しんゆり・芸術のまちづくり内）
　☎959-1020 951-2156　区役所地域振興課☎965-5116 965-5201

ピアノ・デュオ・ソフィア

ラトワール カルテット星の音楽隊

土日や夜間も
取得できます
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人権相談所を特設

　いじめや虐待、DV（ドメスティックバイオレンス）、近
隣との争い事などで悩んでいる人の相談に乗ります。
日時　12月5日㈫13時〜16時
場所　区役所4階第4会議室
横浜地方法務局川崎支局

☎244-4166 244-4168
区役所地域振興課
☎965-5119 965-5201

　麻生多摩美の森の会では、区市民健康の森で植樹祭・収穫祭を行います。豊かな“森”の中でみ
んなでいっしょに楽しみましょう。
日時　�11月19日㈰9時半〜13時半（小雨決行）　場所　�区市民健康の森（麻生鳥のさえずり公園）
テーマ　「森のごちそうと音楽で祝おう」　
内容　森の畑の収穫物でけんちん汁・ゆで里芋。たき火で焼き芋、マシュマロ焼き。
森の音楽会（多摩美太鼓、ハーモニカ演奏）。終了後に懇親・交流会（実費負担）も予定
区役所地域振興課☎965-5116 965-5201

人KEN
まもる君

人KEN
あゆみちゃん

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 12/14㈭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 11/20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 12/6㈬9:15〜
10:30 就学前の子どもと保護者、15組

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
12/1㈮❷12/15㈮、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

健 康 づ く り 
講 演 会

「児童思春期の心の発達と障害」 12/6㈬13:30
〜（13:00） 100人。講師：井上雅子氏（しんゆり
メンタルヘルスクリニック院長）

11/20から
電話で。［先着順］
地域支援担当
☎965-5157
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。

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…11月
24日㈮19時。ジャズメッセンジャー
ズの名曲を女性ミュージシャンで華や
かに。◎しんゆり寄席…11月25日㈯
14時。春風亭正朝他。◎劇団わが
町『クリスマス・キャロル』…12月14日
㈭〜17日㈰。翻訳：村岡花子、脚色・
演出：ふじたあさや、脚色：原田亮・上
崎実。子どもから大人まで全ての人
に贈る、クリスマスイブの不思議な出
来事を描いたディケンズの名作。

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

花いっぱい運動のつどい
お正月寄せ植え講習会
　フラワーショップまきばの講師を招
き、お正月風にアレンジした寄せ植
えを作ります。 12月11日㈪14時

〜16時 区役所保健ホール 区内
在住の50人 1,300円 11月22日
（消印有効）までに往復ハガキ（１通に
つき１人）で。［抽選］
旧岡上村　麻生の歴史散策
　歴史ガイドと巡る名所・史跡。 12月
4日㈪13時15分〜16時半ごろ コー
ス：鶴川駅北口（集合）→馬頭観音→東
光院→岡上神社→営農団地→観光農
園やまかげ→鶴川駅北口（解散） 30
人 500円 11月20日（消印有効）ま
でに「第6回歴史散策」も記入し往復ハ
ガキ（1通2人まで）で。［抽選］。※麻生
観光協会HPからも申し込めます。
新百合ヶ丘駅周辺「一斉落書き消し」
　あさお落書き消し隊と一緒に落書
きを一掃しませんか。 11月18日
㈯9時半集合（雨天中止） 汚れても
いい服装で区役所正面入口前集合
11月17日までに電話かFAXで。［事
前申込制］

麻生老人いこいの家
〒215-0021麻生区上麻生4-32-2

☎ 953-9870

交流祭
　演芸(踊り、歌、音楽演奏)や展示(折
り紙、俳句、写真など)。� 11月25
日㈯9時半〜15時(開場9時) 同所。

多摩生活環境事業所
☎933-4111 934-8550

区役所で古着を回収します
　不要になった衣類を必要としている人
に譲りませんか。 11月11日、25日の
土曜、９時半〜15時半 区役所前（広場）

麻生図書館・柿生分館
柿生分館

☎986-6470 986-6472

おりがみひろば(柿生分館)
　 11月29日㈬❶14時45分〜15時

5分❷15時10分〜15時40分 ❶3歳
程度から❷6歳程度から。

区役所企画課
☎965-5112 965-5200

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。 11月21
日㈫15時から(開場14時半) 区役所
第１会議室 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

おおきくなあれ相談会

新米パパ＆マタニティの
ための連続講座

えほんと音のプレゼント

公立保育園で
「えほん」貸し出します！

　わが子を守るための「防災力」をアップ。災害や家庭で
の備えについて考えてみませんか。
日時　12月15日㈮10時〜11時半
場所　区役所第1会議室
対象　区内在住の就学前の子ども
の保護者、30人(子ども同伴可)

12月6日(必着)までに区HPか往復ハガキに参加者全
員の氏名、ふりがな、子どもの年齢（月齢）、住所、電話番
号を記入し〒215-8570麻生区役所地域ケア推進担当「ファ
ミリー防災講座」☎965-5303 965-5169。［抽選］

　初めて子どもを持つパパ・ママを応援します。
日時
　〈1日目〉11月18日㈯10時〜12時
　助産師の話、先輩パパの子育て体験談
　〈2日目〉3月3日㈯10時〜12時
　育児講座、ベビーマッサージ
場所　�地域子育て支援センターみなみゆりが

おか
対象　�10月〜3月に初めてパパになる人とそ

のパートナー
定員　20組程度
申込　11月15日（必着）までに区HPか往復ハ
ガキに参加者全員の氏名、ふりがな、住所、
電話番号、開催日当日の妊娠週数または子
どもの月齢、助産師への質問を記入し〒215-
8570麻生区役所保育所等・地域連携｢新米
パパ&マタニティのた
めの連続講座｣係☎
965-5220 965-
5207。［抽選］

　絵本の読み聞かせと音楽の演奏
日時　12月3日㈰14時〜15時半
場所　麻生市民館大会議室
対象　3歳〜小学6年生と保護者120人（就
学前の子どもは保護者同伴）
参加方法　11月15日9時半から麻生図書館
で整理券配布。［先着順］
麻生図書館☎951-1305 952-2748

　保育士がお子さんの年齢に合った絵本や
人気の絵本を紹介します。
場所　白山保育園・上麻生保育園・高石保育
園・虹ヶ丘保育園・地域子育て支援センターみ
なみゆりがおか
日時　月〜金曜　9時〜16時
貸出期間　１週間〜１カ月間程度
※借りた場所にお返しください
区役所保育所等・地域連携

☎965-5220 965-5207

　公立保育園の発達相談支援コーディネーターが悩みや
不安などの相談に乗ります。子どもが楽しめる遊びや遊
具の紹介コーナーも。
日時　12月16日㈯9時45分〜11時半
場所　地域子育て支援センターみなみゆりがおか
対象　就学前の子どもと保護者、９組程度

11月24日９時から直接か電話で地域子育て支援セン
ターみなみゆりがおか☎ 966-2239。［先着順］

区市民健康の森　お楽しみの植樹祭・収穫祭

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。

するなら で！麻生区子 育 て
災害から子どもを守ろう

～子育てファミリーの防災講座～
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