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17万7,475人
7万6,198世帯
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4月は第3月曜日に、5月は第2月曜日に区役所ロビー・広場で、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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誰もが住みやすいまちを目指して
　区では、地域のさまざまな
課題解決に向けた「地域課題
対応事業」を実施しています。
30年度の主な取り組みを紹介
します。
区役所企画課

☎965-5112 965-5200

30年度
地域課題対応事業

総額約6,771万円
芸術・文化のまちづくり事業
� 約1,454万円

農と環境を活かした
まちづくり事業�
� 約758万円

すこやか・支え合い
まちづくり事業
� 約481万円

安全・安心まちづくり事業
� 約584万円

総合的な子ども・子育て
支援事業�
� 約695万円

地域資源を活用した
コミュニティづくり事業
� 約1,837万円

区の新たな課題即応事業
� 500万円

その他� 約462万円

※詳細は区ＨＰをご覧ください

麻生区のガイドマップが
新しくなりました !

KAWASAKIしんゆり映画
祭野外上映会

　地域包括ケアシステムの推進に向けた多世代交流事業や各地域の実
情に合わせた支え合い活動の展開を進めるとともに、学生の地域活動
への参加など、区内の大学と連携し
た取り組みを行います。また、高齢
者の健康づくりや閉じこもり予防など
のため、公園などを拠点にした健康ウ
オーク・健康体操や地域活動の新たな
拠点づくりへの支援を行います。

浄水装置の稼働訓練

　災害に対する自助・共助（互助）を促進するため、自主防災組織と
連携した宿泊訓練の実施や、生活用水などの不足に備えプールの
水を利用できる浄水装置を導入しま
す。また、交通安全関連団体と連
携し、街頭啓発活動や交通安全教
育、防犯の取り組みとして、安全パ
トロール実施団体への物品貸与や
研修会などを行います。

　区内の公的機関
などの情報を盛り
込んだ地図を、区
役所、市民館、図
書館などで配布し
ています。2018
年版は新たに「麻
生区の魅力」を紹
介しています。
区役所地域振興

課☎965-5370
965-5201

　東光院をスタートし、シャクナゲで有名な高蔵寺、椙
すぎ

山
やま

神社、妙福寺などを巡る三輪の里散
策と、水害から暮らしを守る巨大な地下貯水池を見学します。
日時　5月9日㈬12時半集合、16時半頃解散　集合場所　鶴川駅北口
コース（約5km）　鶴川駅北口→東光院→熊野神社→高蔵寺→三輪白坂横穴群→椙山神社→鶴
川地蔵尊→妙福寺→恩

おんまわし

廻公園調節池→亀井橋バス停
（解散）
定員　30人　　費用　500円（資料代・保険代）

4月25日（消印有効）までに往復ハガキ（1通2人
まで）に「第2回麻生の歴史散策」、住所、氏名、年齢、
電話番号を記入し〒215-8570区役所地域振興課☎
965-5113 965-5201。［抽選］
※麻生観光協会のHPからも申し込めます 東光院

「旧岡上村と三輪の里　　　　　　　」歴 散史 策歴 ガ観 ド史 イ光

　区内の豊かな芸術・文化資源を生かし、イベントカレンダーの配布
などによる芸術・文化情報の発信やイベント支援、団体間の交流を進
めます。また、市民との協働により
「麻生音楽祭」や「あさお芸術のまち
コンサート」、「KAWASAKIしんゆり
映画祭野外上映会」のほか、区特有
の伝統・伝承文化の魅力を生かした
イベントを開催します。 麻生音楽祭（ファミリーコンサート）

公園体操による健康づくり

スケアードストレート方式による交通安全教室

芸術・文化のまちづくり事業

すこやか・支え合いまちづくり事業

学生が参加している地域活動

安全・安心まちづくり事業
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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 5/10㈭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

4/16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 5/9㈬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 ❶5/11
㈮❷5/25㈮、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       

◎文学座こどもげき『三匹のこぶた
～みんなでいっしょに劇づくり～』…
4月29日～30日。親子で楽しめるお
芝居。劇中で使うアイテム作りもで
きます。◎デフ・パペットシアター・ひ
とみ『森と夜と世界の果てへの旅』…
5月5日～6日。ろう者と聴者がとも
に作る人形劇団による冒険物語。◎
青年座『江戸怪奇譚～ムサカリ』…
5月12日～13日。おかしくて怖い、
山路和弘のひとり語り。
アルテリオ映像館上映情報  

　『あなたの旅立ち、綴ります』…4月
7日～20日。『しあわせの絵の具 愛を
描く人 モード・ルイス』…4月14日～
27日。『ゴーギャン タヒチ、楽園への
旅』、『長江 愛の詩』、『ザ・シークレット
マン』…4月14日～20日、4月28日
～5月4日。『ハッピーエンド』、『聖な
る鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッ
ド・ディア』…4月28日～5月11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）
　 4月18日～5月9日の水曜。3・4
歳は14時半～、5歳以上は15時～。
2歳は4月25日と5月9日の10時半～

図書館集会室 当日先着30人。
おはなし会（柿生分館）

　 4月18日～5月9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。

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

info@seiwa-gakuen.jp
　いずれも同学園で。
よりそい地域おこし講座
『歌って地域を奏でよう♪』
　プロの歌手による丁寧な発声指導
とコーラス指導、知的障害者との交
流、音楽交流サロン「奏」への出演な
ど。 5月10日、24日、6月14日の
木曜、10時～12時と6月28日㈭10
時～15時 20人 5月8日までに直
接、電話、FAX、メールで。［抽選］
音楽交流サロン「奏」

　 4月26日、5月10日の木曜、13
時45分～15時（開場13時）。

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。
バザー用品の募集

　6月2日㈯に開催するふれあいバ
ザーの用品の寄贈をお願いします。日
用品、雑貨、食器、衣類（新品かクリー

ニング済みのもの
に限る）など。スー
ツ、古本、家電、
古布団、ぬいぐる
みはご遠慮くださ
い。 5月1日9時から直接。
介護予防教室　セラバンド体操

　 5月11日～6月29日の金曜（6月
1日を除く）、10時～11時50分、全7
回 市内在住の60歳以上、40人
4月26日（必着）までにハガキ持参か往

復ハガキで。［抽選］
講演会「今すぐやりたい整理術」

　 5月11日㈮13時半～15時半
市内在住の60歳以上、50人 4月
16日9時から直接か電話で。［先着
順］
頭いきいき健康教室

　認知症予防のコグニサイズを実施
します。 原則第4月曜日13時半～
15時、初回4月23日 市内在住60
歳以上の人。

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
　早野梅ヶ谷特別緑地で春の竹林
整備をします。
日時　4月26日㈭9時半～12時
集合場所　早野聖地公園　堤入池

4月23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（4/26）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］
※申し込み者に詳細案内を返信します

　第６期区民会議もいよいよ大詰めです。
　当日は、各部会からの提言の発表などを
行います。
日時　5月15日㈫15時（開場14時半）
場所　区役所第１会議室
定員　当日先着20人

区役所企画課☎965-5112 965-5200

　エンゼル麻生は、保育所などに通う生後5カ月から小学校就学前まで
の子どもが、病初期から回復期にあり集団保育が困難な期間、一時預
かりを行う施設です。利用には、事前登録が必要です。
登録方法　登録用紙を郵送または直接エンゼル麻生に持参（FAX不可）
事前登録受付時間　平日9時半～11時半、15時～17時
※登録票は、エンゼル麻生HPまたは市HPからダウ
ンロードできます。通所している保育所にも置いて
あります。

病児保育施設エンゼル麻生
☎455-5473 455-5474

こども未来局保育課☎200-3128 200-3933

病児保育施設「エンゼル麻生」の
事前登録を受け付けます

　子育てで困ったときや悩んだとき、近隣の保育園に
お越しください。保育・育児相談などを行っています。
　親子でちょっと遊びに行きたいとき、遊びの会や園
庭開放などを行っている園もありますので、お気軽に
お出掛けください。
　詳細は、各園にお問い合わせください。

区役所保育所等・地域連携☎965-5236 965-5207

保育園に遊びに来ませんか？

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

区民会議を傍聴しませんか？

あなたの子育て応援します！

読み聞かせボランティアのための講座
　読み聞かせボランティアをしてみたい人や、始めたけれどちょっ
と迷っている人向けの講座です。
日時　第1回　5月24日㈭10時～12時
　　　第2回　5月31日㈭10時～12時
　　　第3回　6月7日㈭10時～12時
場所　麻生市民館視聴覚室
対象・定員　全回受講できる30人

4月17日10時から電話で麻生図書館☎951-1305
952-2748。［先着順］

『しあわせの絵の具 愛を描く人 モード・ルイス』
© 2016 Small Shack Productions Inc./ Painted 
House Films Inc./ Parallel Films (Maudie) Ltd.
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