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17万8,824人
7万7,382世帯
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12月は第2月曜、1月は第3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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　消防隊・消防団による分列行進・消防演技・一斉
放水、カラーガード隊によるドリル演奏など。
日時　1月5日㈯10時～11時半
場所　麻生水処理センター（麻生環境センター）
「あさおふれあいの広場」
※�荒天時は、同センター管理棟１階ホールで式典
のみ実施
麻生消防署予防課☎951-0119 951-0221

　麻生消防署と麻生消防
団は、12月20日から31日
まで、合同で年末火災特
別警備を実施します。空
気が乾燥しやすい季節で
す。火の取り扱いには一
層気をつけましょう。
麻生消防署警防課

☎951-0119 951-0221

　地域功労賞の表彰式を、
あさお区民まつり（10月14
日）で行いました。町会長・
自治会長からの推薦に基づ
き、選考委員会による選考
の結果、次の個人・団体が
表彰されました。

［受賞者］�○田中大三郎さん（市営真福寺住宅自治会）
� 　安全安心な地域づくりに貢献
� ○森祐二さん・森美智惠さん（麻生台団地自治会）
� 　地域住民の福祉の増進と住民相互交流に貢献
� ○くろかわキッズ（黒川町内会）
� 　地域の振興と住民相互交流に貢献
区役所地域振興課☎965-5113 965-5201

麻生消防署からのお知らせ
麻生地区消防出初式 年末火災特別警備を

実施します！

地域功労者に感謝

左から田中さん、森さん、多田麻生区長、片
柳さん（くろかわキッズ代表）、角山さん（麻
生区町連会長）

七草がゆで

あさお古風七草粥の会

1 7

かわさきの「いろは」を、みんなで
楽しみながら学べるかるたです

かわさきかるた
とは？

月

　区文化協会による七草がゆの配布の他、区内で
活躍する「おはやし連」や「麻生童謡をうたう会」の歌、
かわさきかるた取りで正月気分を盛り上げます。
日時　1月7日㈪11時から（荒天中止）
場所　区役所前広場
※�七草がゆの配布は、当日先着1,000人（無くなり
次第終了）
区役所地域振興課☎965-5113 965-5201

無病息災！区内で採れた
米や野菜、七草を
使用しています

焼き餅が
入っています

区内産の
炭を使って餅を
焼いています
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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 1/10㈭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

12/17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 1/9㈬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 ❶1/11㈮
❷1/25㈮、9：30～（9：15～） 5～7カ月の子ども
の保護者25人。母子健康手帳、筆記用具を持参

健康づくり講
演会

「難聴とめまい」講師：鈴木毅氏（鈴木耳鼻咽喉科医
院院長） 1月31日㈭10:00～11:30（9:30～）
100人 区役所第1会議室

12/17から電話
で。[先着順]
地域支援担当
☎965-5157

965-5169
こんにちは赤
ちゃん訪問
員養成研修

赤ちゃんが生まれた家庭への訪問活動の講習 1月
25日㈮13:00～15:30 子育て支援経験者、子育
て支援に関心のある30人 区役所第3会議室

（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

記載のない限り、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。※
12月29日～1月3日は休館。
アルテリオ小劇場上演情報       

◎しんゆり寄席･･･12月22日㈯14
時。三遊亭若

わかえん

圓歌
か

が、「西行」を披露し
ます。他に初音家左橋らも出演。
アルテリオ映像館上映情報  
◎今月のおすすめ…『フジコ・ヘミン
グの時間』12月15日～27日。かつて
NHKの番組が大反響を呼びブームと
なった後も、着実な歩みを続けたピ
アニストの姿を、初公開のプライベー
トとともに描く傑作ドキュメンタリー。
※日曜最終回、月曜は休映（祝日の場
合翌日に振り替え）。

区役所地域ケア推進担当
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5303 965-5169

田園調布学園大学・麻生区連携協議
会　取り組み報告と講演会

　地域自己診断ツールを活用した地
域づくりについての報告と、村井祐
一氏（田園調布学園大学教授）による、
地域活動における個人情報の取り扱
いに関する講演会。 1月27日㈰
13時～15時30分 区役所第1会議
室 100人 12月17日から区HPか
FAXで。［先着順］

麻生市民交流館やまゆり
〒215-0021麻生区上麻生1-11-5
☎951-6321 951-6467

SNS等を活用した情報発信
　団体活動の効果的なPR方法を学び
ます。 1月20日㈰10時～12時、2
月17日、3月17日の 日 曜、14時 ～
16時、全3回 麻生市民交流館や
まゆり 全回参加できる20団体
1,000円 12月17日から直接。［先着
順］。※詳細は同施設HPで。

麻生市民館岡上分館
〒215-0027麻生区岡上286-1
☎988-0268 986-0472

シニアのパワー UP講座Part3
　笑・食・体づく
りを体 験する
連続講座です。
笑いヨガ…
1月17日㈭14時～16時。健康どじょ
うすくい踊り… 1月19日㈯14時～
16時。カジノヤ納豆工場見学… 1
月24日㈭10時～12時。落語会…
1月27日 ㈰14時 ～16時。そば打ち
体験… 2月2日㈯14時～16時。

岡上分館 おおむね50歳以上20人
（落語会のみ40人） 250円 12月
15日から直接か電話で。［先着順］

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
60歳以上の人が対象。
ダンスパーティー

　 1月17日㈭13時半～15時半
120人 200円 12月15日から直接。

［先着順］
介護予防教室　セラバンド体操

　 1月30日～3月20日の水曜（2月
6日を除く）、10時～12時、全7回
40人 1月8日までにハガキ持参で直
接か往復ハガキで。［抽選］

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～

　パラシュート遊びなどを取り入れた
ムーブメントで楽しみましょう。飲み
物持参。 1月19日㈯10時～11時
半 麻生スポーツセンター 31年度
小学校入学予定の子どもと保護者40
組 1月10日（必着）までに区ＨＰか参
加者全員の氏名・ふ
りがなと子どもの
年齢も記入し往復
ハガキで。［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

読み聞かせボランティアのための
ステップアップ講座 
─よい絵本ってなあに─

　 1月17日～31日の木
曜、9時50分～11時50分、
全3回 麻生市民館 読み聞かせに
関心があり、全回受講できる30人
12月15日10時から電話で。［先着順］

おはなし会（柿生分館）
　 12月19日、1月9日の水 曜、3
～5歳は14時45分から、6歳以上は
15時10分から 絵本コーナー 当日
先着各回20人。
おはなし会（麻生図書館）

　 12月19日、26日、1月9日の水
曜、3・4歳は14時半から、5歳以上
は15時から。2歳児は12月26日、1
月9日の水曜、10時半から 図書館
集会室 当日先着各回30人。

消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1
☎366-2475 272-6699

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法やＡＥＤの取り扱い方
法などの講義と実習。 1月27日
㈰9時～12時 麻生消防署 30人

800円 1月11日9時から電話で。
［先着順］

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

音楽交流サロン「奏
かなで

」
　 1月10日、24日の木曜、13時
45分～15時(開場13時)。 ※団体で
の参加は事前連絡必要。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

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。

あさお SOUND ＆ VISION 2019

ビバ！あさおの子どもたち“親子で体感してみよう”

　市民活動団体によるダンスの模範演技と体験教室、
木のおもちゃ作りのワークショップなど、親子で楽しめる
イベントです。
時間　10時～16時　場所　麻生市民交流館やまゆり
※一部先着順・要材料費。詳細は同施設HPで

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

©2018「フジコ・ヘミングの時間」
フィルムパートナーズ

出演　藤木秋奈・松本佳子、中野亜維里・川添文、Trio175
曲目　Fuzzy Bird Sonata他
日時　1月25日㈮18時半～20時（開場18時）
場所　昭和音楽大学ユリホール（麻生区上麻生1-11-1）
定員　 当日先着350人　※緊急時の対応のため入場

時に氏名・電話番号が必要になります。
区役所地域振興課☎965-5116 965-5201

 第134回　あさお芸術のまちコンサート

かわさきの森づくり  参加者募集 

　岡上梨
な し の き

子ノ木特別緑地でコナラを間伐し、森の成
長を応援しましょう。
時間　9時半～12時　※集合場所などの詳細は申込
者に案内します

1月17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（1月20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］

　麻生区を中心に活動しているアマチュア団体による、ジャンルを超えた音
楽・ダンス・パフォーマンスを楽しめます。ボランティアが舞台裏を支えてい
る、手作りのフェスティバルです。
日時　1月6日㈰13時から（開場12時半）
場所　麻生市民館　大ホール
定員　当日先着1,000人

麻生市民館☎951-1300 951-1650

一 年 の は じ め は コ ン サ ート か ら

12
16
日 1

20
日
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