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（平成30年4月1日現在）

17万7,815人
7万6,684世帯
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5月、6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。
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　区民が企画から運営まで参加し、区と共に成長してきた区民手作りの麻生音楽祭。ことしも、わたしたちの音楽祭が始まります。
区役所地域振興課☎965-5370 965-5201

　区内の史跡・名所を麻生観光協会ガイドと共に巡ります。
日時　6月4日㈪13時15分～16時半ごろ（荒天中止）
集合場所　新百合ヶ丘駅南口　９番バス停
コース（約4km）　新百合ヶ丘駅→（バス）→虹が丘小学校
バス停→七つ池→早野聖地公園→ハンノキの木道→戒翁
寺→鉄火松→殿様の墓→子

ね

ノ神社→王禅寺口バス停
定員　30人
費用　500円（資料代・保険料）・バス代別

5月21日（消印有効）までに往復ハガキ（1枚で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。［抽選］
※麻生観光協会のHPからも申し込めます

紫
あ じ さ い

陽花と義経史話を訪ねる

歴史探訪バスツアー「旧早野村の歴史散策」
歴 ガ観 ド史 イ光

日程 時間 内容 定員月 日 曜日 開場 開演
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10 日 13時～14時 オープニングイベント
会場：新百合ヶ丘エルミロード１階吹き抜け広場 定員なし

17 日 12時半 13時
コーラスのつどい
子どもからシニアまで、さまざまな形の楽しい
コーラスの祭典

1,000人

23 土 9時半 10時 スクールコンサート（小学生・高校生部門）
区内の小学校・高校の合唱、吹奏楽など 1,000人

24 日 13時 13時半
ポピュラーミュージックショー
ジャズ、ポップス、カントリーなど、さまざま
なジャンル

1,000人
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1 日 12時半 13時 かなでようあさおの響き（中学生部門）
区内の中学校８校のソロ演奏、合唱、吹奏楽など 1,000人

7 土 13時 13時半
アコースティックコンサート
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

1,000人

8 日 14時 14時半

ファミリーコンサート
「ようこそ！夢と魔法の世界へ！」
曲目：魔法使いの弟子／ハリー・ポッター他
指揮：長田雅人
演奏：麻生フィルハーモニー管弦楽団

800人

　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。

6月12日（必着）までに、往復ハガキに、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］

はじめまして、麻生区長です
　麻生区長に就任した多

た

田
だ

貴
たか

栄
え

です。
　麻生区は、豊かな自然に恵まれ、10周
年を迎える「アルテリッカしんゆり」をはじ
め、四季折々のさまざまな催しが開催され
る芸術・文化が輝くまちです。
　 誰もが住み慣れた地域で

安心して暮らし続けられる
よう、協働・連携による
支え合いの地域づくりを

進めるとともに、安全・
安心なまちづくりを目

指してまいります。
皆さんのご支

援とご協力をよ
ろしくお願いいた

します。

　今も義経史話が残る名所をバスで巡ります。
日時　6月18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
コース　登戸駅→妙楽寺→二枚橋→法雲寺→
昼食（旭鮨）→セレサモス→九郎明神社→浄慶
寺→新百合ヶ丘駅→登戸駅
定員　24人（最少催行人数20人）
費用　4,800円（バス代、 昼食代、 保険料、
資料代など）

5月21日10時から電話でスペース・プラン☎
933-0080。［先着順］

地域の歴史を楽しく学ぼう！ 区役所地域振興課
☎965-5113 965-5201

2018年公演スケジュール 詳細は、区HPをご覧ください

要申し
込み

ファミリーコンサート入場の申し込み

響きあう
みんなのメロディー
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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 6/14㈭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

5/16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 6/13㈬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 ❶6/8
㈮❷6/22㈮、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

（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       

◎しんゆり寄席…6月30日㈯14時。
出演：初音家左橋、桂米多朗他。
アルテリオ映像館上映情報  

　『ウィンストン・チャーチル ヒトラー
から世界を救った男』…5月5日～6
月1日。『死刑台のエレベーター』…5
月12日、15日、17日。『天使の入江』
…5月13日、16日、18日。『ニッポ
ン国VS泉南石綿村』……5月12日
～18日。『彼の見つめる先に』…5月
19日～25日。『ＢＰＭ ビート・パー・ミ
ニット』、『大英博物館プレゼンツ 北
斎』…5月19日～6月1日。『きみへの
距離、1万キロ』…5月26日～6月1
日。『ラブレス』…5月26日～6月8日。

『オー・ルーシー！』、『女は二度決断
する』…6月2日～15日。※日曜最
終回、月曜は休映（祝日の場合翌日
に振り替え）。

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。
ふれあいバザー

　バザーや模擬店を開催します。 6
月2日㈯、10時半～14時。
講座「ハッカの香りの活用法」

　アロマテラピーで梅雨対策。講師：
久保田泉氏（アロマセラピスト）。 6
月8日㈮13時半～15時 市内在住で
60歳以上、35人 材料費300円
5月15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

　いずれも同学園で。
天体観望会

　春の星座を観望します。 5月19
日㈯19時～20時半（雨天、曇天の場
合は、5月26日㈯に延期）。当日直接。
小学生以下は保護者同伴で。※19日
の実施の有無は、電話でお問い合わ
せいただくか、川崎天文同好会ＨＰに
てお知らせ。延期日は雨天決行。
音楽交流サロン「奏

かなで

」
　 5月24日、6月28日の木曜、13

時45分～15時(開場13時)。当日直接
（団体での参加は事前連絡必要）。

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16日～6月13日の水曜。3・
4歳は14時半～、5歳以上は15時～。
2歳 は5月23日と6月13日 の10時 半
～。小学生以上は5月30日の16時～

図書館集会室 当日先着30人。
おはなし会（柿生分館）

　 5月16日、23日、6月6日、13
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。
おりがみひろば(柿生分館)

　 5月30日㈬❶14時45分～❷15
時10分～ 絵本コーナー 当日先
着25人。

健康福祉局庶務課
☎200-2500 200-3925

第23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3日㈰10時半
～14時 鳥宏（焼き鳥店）駐車場（上麻
生5-43-1）。当日直接。雨天中止
福祉クラブ生活協同組合☎045-547-
1400 045-547-1414。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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。

かわさきの森づくり参加者募集
　栗木山王山特別緑地で春の竹林整備をします。
日時　6月30日㈯9時半～12時

6月27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、日にち（6月30
日）を記入し〒211-0052中原区
等々力3-12市公園緑地協会「森
づくり」係☎711-6631 722-
8410。［事前申込制］
※集合場所など詳細は申込者に
案内します

ワードとエクセル表計算塾
　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。チラ
シ作成や団体の会計など、市民活動に役立つ技術をこの機会に学びませんか。
日時　初回は7月1日㈰10時～12時（12月まで月１回、日曜日に開催予定）
場所　麻生市民交流館やまゆり
応募資格　ワードでの日本語入力が可能な方
定員　25人
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14日から窓口かFAX（チラシ裏面の受講申込書に必要事項を記入）
で麻生市民交流館やまゆり☎951-6321 951-6467。［先着順］

「パパとあそぼう☆パワフルキッズ」
参加者募集
　公立保育園の男性保育士による、体を使って楽しむあそびの会です。お
父さんならではのダイナミックな遊びを中心に、親子みんなで楽しめます。
日時　6月9日㈯10時～11時（受付9時半～）
場所　麻生スポーツセンター２階　小体育室
対象　2歳～就学前のお子さんと保護者
定員　40組

5月31日までに区ＨＰか往復ハガキに参
加者全員の氏名、ふりがな、年齢、住所、
電話番号を記入し〒215-8570麻生区役所
保育所等・地域連携担当「パパとあそぼう☆
パワフルキッズ」係。［抽選］

連続講座「パパとママのはじめのいっぽ♪」
参加者募集
　初めてお子さんを持つパパ・ママを応援します！ 
日時　〈1日目〉6月2日㈯１０時～１２時
    看護師による健康講座、ベビーマッサージやあそびの紹介
 〈2日目〉7月21日㈯１０時～１２時
  あそびの会、パパ・ママ同士の座談会
 〈3日目〉10月13日㈯１０時～１２時
  同窓会「おおきくなったね！」
場所　地域子育て支援センターみなみゆりがおか
対象　 0～11カ月のお子さんをお持ちのパパ・ママ
定員　20組程度　　

5月24日までに区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
催日当日の子どもの月齢、質問したいことを
記入し〒215-8570麻生区役所保育所等・地域
連携担当｢パパとママのはじめのいっぽ♪｣係。

［抽選］

するなら
で！麻生区

子 育 て
区役所保育所等・地域連携担当☎965-5220 965－5207
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