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（令和4年11月1日時点）

18万861人
8万1,139世帯

12

区役所2階区民課で、マイナンバーカード申請用写真を撮影しています（平日9時～16時、第2・4土曜9時～12時）。この機会にぜひ作りませんか。

区 版あさお 麻生区役所公式ツイッター配信中   　 @kawasaki_asaoku　2022（令和4）年12月1日発行

　地域の民生委員児童委員が区内8カ所で主催する、小さな子どもと
保護者のためのフリースペースです。
参加費　50円（保険料）
麻生区民生委員児童委員協議会

（麻生区社会福祉協議会内）
☎044-952-5500 044-952-1424

区HP 

区HP 

団体HP

介護予防や
茶話会などの
活動グループ

子育て自主グループ・
ボランティア団体

健康ウォークの
詳細は、区HPで

心も体も満たす 地域のつながり

ラジオラジオ
体操体操

区内には、地域の活動が他にもたくさん！ あなたも住んでいる地域で
つながりづくりを始めてみませんか？

子育てサロン
にじっこ

広場

子育てサロンとは子育てサロンとは

区内では、自主的な地域の活動がさまざまに行われています。お近くの活動へ参加したり、活動を立ち上げたり、新たなつながりを作ってみませんか。
区役所地域ケア推進課☎044-965-5303 044-965-5169

　「コロナ禍でも集まれる場を作りたい」という地域の
人の思いから、今年度２つの公園でラジオ体操が始ま
りました。身体を動かすことだけでなく、顔を合わせ
ておしゃべりすることも大切にしています。ボランティ
アが支える集いの場にぜひ足を運んでみてください。

　「万福寺さとやま公園」健康ウォークでは、ボランティアと一緒に
さまざまなコースを歩いて健康づくりをしています。歩くこととお
しゃべりの両方を楽しめます。準備体操のみの
参加などもできますので気軽に参加ください。
　区内6カ所の公園で実施しています。

　楽しく笑顔ですごせる親子の交流の場です。子ども
を遊ばせることができ、地域の人と知り合いになれま
す。次回は、2月2日㈭を予定しています。

　多胎児の育児サークルで、懇談会や
季節に合わせたイベントなど、毎月さま
ざまな活動をしています。参加者同士
で多胎児ならではの悩みや楽しみを共有
し、交流をしています。妊娠中から見学
できます。

　地域自己診断ツール「ちいきのちからシート」を
活用した地域の分析方法や地域活動の立ち上げ方
などを掲載しています。ぜひご活用ください。

吉垣さん　斉藤さん　三枝さん　山村さん

山口台公園ラジオ体操

万福寺さとやま公園健康ウォークのボランティアの皆さん

齋藤さん　川田さん

対象　0歳～就学前の子どもと保護者、妊娠中の人
日時　毎月第１木曜　10時～11時
場所　虹ヶ丘小学校コミュニティルーム

●山口台公園ラジオ体操　毎月第１・３木曜
●上麻生隠れ谷公園ラジオ体操　毎月第２・４水曜
いずれも9時半～9時45分　※雨天中止
新百合地域包括支援センター

☎044-969-3388 044-969-0200

健康
ウォーク ウィンナー

キッズクラブ

ボランティア
募集しています！

日程などは変更に
なる場合があります。
詳細は区HPで

おばあちゃんの家に
行く感覚で気軽に

来てください

おしゃべりすると
リフレッシュになり

ますよ

　サッカー W杯
日本代表の川崎フ
ロンターレ谷口彰
悟選手と山根視来
選手へ区民の皆さ
んのたくさんの応
援お願いします。



区 版 あさお2022（令和4）年　12月号　No.1271ここからあさお区版です 02

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。

　川崎ブレイブサンダースのホームゲームに招待しま
す。
日時　
1月18日㈬19時5分開始 シーホース三河戦
1月21日㈯18時5分開始 琉球ゴールデンキングス戦
1月22日㈰16時5分開始 琉球ゴールデンキングス戦
場所　とどろきアリーナ
対象・定員　区内在住の各20人

12月31日までにLINEか応募フォームで川崎ブレイブサンダース。［抽
選］

区役所地域振興課☎044-965-5223 044-965-5201

事業名 日時 対象 内容・持ち物他

離乳食
教室

ステップ1

❶1月13日㈮
❷1月27日㈮
9時半から

5～6カ月の
子どもと保
護者12組

離乳食の進め方の話と
個別相談。母子健康手
帳、筆記用具、バスタ
オルを持参。

12/15から
電話で

☎044-965-
5160

［先着順］幼児食
教室

1月13日㈮
14時15分～

1歳6カ月～
3歳未満の
子どもと保
護者10組

離乳食卒業～３歳ごろ
までの食事の話と個別
相談。母子健康手帳、
筆記用具を持参。

認知症
介護教室

1月25日㈬
13時半～

認知症の人
の介護をし
ている家族

参加者と看護師など専
門職との座談会

初めて参加する
人は、1/24まで
に電話で☎044-

965-5157
［事前申込制］

（電話受け付けは平日8時半～
12時、13時～17時）健診・講座案内など地域みまもり

支援センター

いずれも区役所保健ホール 区役所地域支援課 044-965-5169
※車での来場はご遠慮ください。

アートセンターアートセンター
☎044-955-0107 044-959-2200

アルテリオ小劇場上演情報       
◎しんゆり寄席…1月21日㈯14時。
世話人の桂米多朗・初音家左橋とと
もに、人気落語家・
柳亭小痴楽＝写真
＝ が ゲ ス ト で 登
場し、「大工調べ」
を披露。 チケッ
ト専用ダイヤル☎
044-959-2255

（平日9時～19時半）。
アルテリオ映像館上映情報  

◎今月のおすすめ･･･『たまねこ、たま
びと』12月10日～23日。多摩川に捨
てられた猫を見つめ続ける写真家・小
西修の活動を通して、人と動物の関係
や命の尊さを描いた村上浩康監督最
新作。※日曜最終回、月曜は休映（祝
日の場合翌日に振り替え）。

区役所地域振興課区役所地域振興課
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1

☎044-965-5113 044-965-5201

     

麻生の歴史散策
「武州稲毛七福神をめぐる」
　 1月3日㈫10時～16時頃。荒天
中止 向ヶ丘遊園駅南口集合、盛源
寺解散 20人 500円 12月20
日(必着)までに代表者の住所・氏名・年
齢・電話番号、同伴者の氏名・年齢も
記入し、往復ハガキで。［抽
選］。 ※麻生観光協会HP
からも申し込み可。

麻生消防署麻生消防署
☎044-951-0119 044-951-0221

麻生地区消防出初式
　消防隊・消防団による出初式を内容
を縮小して行います。荒天などの場
合、一般公開中止。 1月7日㈯10
時～11時 麻生水
処理センターあさお
ふれあいの広場。

市消防防災指導公社市消防防災指導公社
☎044-366-2475、044-366-
8721 044-272-6699

普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法や、自動体外式除細動
器（AED）の取り扱い方法などの講義
と実習。受講者には修了証を交付し
ます。 1月30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］

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

同協会HP

区HP

応募
フォーム

年末火災特別警備を実施します！

からだをつくる食育講演会

川崎ブレイブサンダースホームゲーム 父親の子育て連続講座
「にこにっこinみなみゆりがおか」

地域功労者を表彰

　皆さんの無病息災を願って、区内
で採れた食材を使った焼き餅入りの
七草がゆを提供します。お正月遊び
も体験できます。
提供数　1000食（内テイクアウト200食）
※なくなり次第終了　場所　区役所前広場

区役所地域振興課☎044-965-5113
044-965-5201

　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
燥しやすい季節のため、火の取り扱
いに気をつけて、笑顔で新年を迎え
ましょう。

麻生消防署警防課
☎044-951-0119 044-951-0221

　「未来のための栄養改革～
元気なカラダへの食事投資～」
をテーマに講演会を行います。
日時　1月27日㈮
　　　14時～15時半
会場　区役所第2会議室
定員　 会場40人、オンライン

50人程度
講師　㈱明治　岡美里氏（管理栄養士）

12月15日から区HPで区役所地域
支援課☎044-965-5160 044-965-
5169 ［先着順］

　　　　子どもとの遊び方、関わり方を学んで、
パパと子どもの絆を深めませんか。保育士による
手遊びや工作、参加者同士の懇談などを行いま
す。
日時　1月21日㈯、2月18日㈯
❶9時半～10時半❷11時～12時のいずれか。
場所　地域子育て支援センターみなみゆりがおか
対象・定員　1月21日時点で1カ月～3歳の子ども
とその父親、各回8組

1月12日までに区HPで区役所保育所等・地域連
携担当☎044-965-5220 044-965-5207 ［抽選］

　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、次の個人が地域振興や市民生活の向上に貢献した
地域功労者として表彰されました。

［受賞者］
高井 よしゑさん・海老澤 君枝さん（岡上町内会）
地域や世代を問わず気軽に集える場「岡の上カフェ」の運営・
企画を行うなど、地域住民の福祉の増進や住民相互交流の
ために尽力
中野 忠直さん（日生百合ヶ丘自治会）
転倒防止体操やオレオレ詐欺の講話、視察研修など地域の
発展や住民相互交流のために尽力
区役所地域振興課☎044-965-5113 044-965-5201

左から高井よしゑさん（岡上町内
会）、三瓶区長、海老澤君枝さん（同）

左から三瓶区長、中野忠直さん（日
生百合ヶ丘自治会）

消防局
キャラクター

「太助」

©️KAWASAKI BRAVE THUNDERS

ママに時間をママに時間を
プレゼント♪プレゼント♪

©️EIGA no MURA

あさお古風七草粥の会あさお古風七草粥の会1/7土
11時～
（荒天中止）

区民
無料招待

区HP

区HP
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