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美しい音色で心ときめく体験を♪
♪
音楽の魅力あふれる“芸術・文化のまち 麻生”。コンサートに出掛けて、心に響く音楽を感じてみませんか。

第１２５回

あさお芸術のまちコンサート ～夏のハーモニー～

公募ゲストによる癒やしと情熱の音楽の他、子どもた
ちと大人たちの優しさあふれる美しい歌声と室内アンサ

〜主な出演者〜

ンブルの素敵な音色のハーモニーをお届けします。

コンサート
マスター
肥田与幸

※毎年１月に行う
「新春コンサート」
に代わって開催し
ます。
日時 ８月２７日㈰13時半～
（13時開場）
場所 麻生市民館ホール 定員 当日先着1,000人
〈第１部〉 響け！～夏空へ～

忘れない～明日に向かって Since3・11合唱団

赤いやねの家、空を見上げて、エーデルワイス、翼を

あさお芸術のまち合奏団

薄田真

ください、虹のかなたに、さんぽ、ふるさと他
〈第２部〉 花、賽馬
（二胡の名曲）
、テレサテンメドレー、
西瓜畑で、Amazing Grace ～ Joyful Joyful、杭州
旅情、コーヒールンバ
〈フィナーレ〉 農夫と土、大地讃頌、糸、ふるさと、

Stress Free～桃源郷～

花は咲く

あさお芸術のまち少年少女合唱団

１０月１日 ㈰ こどもと一緒のコンサート

詳細は あさお芸術のまちコンサート推進委員会
区役所地域振興課☎965-5116

Ya!Voices

965-5201

小さな子どもと一緒に家族で楽しめるコンサート。子どもの好きな歌、大人も心癒やさ
れる音楽をお届けします。

第１２4回

あさお芸術のまちコンサート

時間 午前の回：11時～12時
（10時半開場） 午後の回：14時～15時
（13時半開場）

日時 ８月18日㈮11時半～13時
（休憩あり）

対象・定員 就学前の子どもと保護者、各回350人

場所 昭和音楽大学ユリホール

場所 新百合ヶ丘エルミロード１階吹き抜け広場

出演 丹呉由利子、和下田大典、藤林祐聖、宮崎真利子

出演者 Ya!Voices、大滝俊、金子恵美、

９月７日
（必着）
までに区HPか往復ハガキ
（参加者全員の氏

江草智子

名・ふりがな、住所、電話番号、子どもの年齢、希望する回

曲目 Yesterday、ヴェルディ作曲
「椿姫」
より

を記入）
で〒215-8570麻生区役所保育所等・地域連携
「こども

「乾杯の歌」
他

９
16 ㈯
１０時～１５時

と一緒のコンサート」
☎965-5220

965-5207。
［抽選］

第４回 あさお子育てフェスタ
「子育てするなら麻生区で～安心・楽しい・助かる～」
をテーマに、子ども
と触れ合い、子育て中の人同士が交流できる体験型のイベントです。
場所 区役所
（区役所前広場、保健ホールなど）
、麻生市民館
内容 ●親子で作ってならそうＭｙ楽器！※整理券配布
●おもちゃで遊ぶコーナーやおもちゃを作るコーナー
●人形劇やパネルシアター、絵本の読み聞かせ
●区内保育園・幼稚園児の作品展
●子ども用品フリーマーケットなど
※イベントの時間など詳細は区HPをご覧
ください。また、庁舎内へのベビーカー
の持ち込みはご遠慮ください。

ＭＡＰ」発行

親子で楽しく過ご
せる施設や遊びの会
などを紹介するマッ
プです。ぜひ、親子
でお出掛けください。
配 布 場 所：区 役 所、
公立保育園、地域子
育て支援センター他
区役所保育所等
・地 域 連 携 ☎965 5220

区役所企画課
☎965-5112

麻生区「ちびっこおでかけ

965-5207

965-5200

（平成29年7月1日現在）

17万7,187人
7万5,889世帯
8 月 21 日㈪、9 月 11 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。

ここからあさお区版です

2017（平成29）年

９月２日㈯
はるひ野

KAWASAKI

日時 ９月13日㈬13時15分～16時半ごろ
（小雨決行）
集合場所 新百合ヶ丘駅南口 ９番バス停

ご家族でお楽しみください。

コース
（約４km） 新百合ヶ丘駅→
（バス）
→虹が丘小学校バス停→七

場所 はるひ野小中学校校庭
（雨天時は同体育館・荒天中止） 小田急多摩線はる

つ池→早野聖地公園→ハンノキの木道→戒翁寺→鉄火の松→殿様の

開場
（出店・関連イ

墓→子ノ神社→王禅寺口バス停
（解散）

ベントなど）
…16時半～ 上映開始…18時半～

定員 30人 費用 500円
（資料代・保険代）
・バス代別

上映作品 『ひつじのショーン スペシャル～いた

８月30日
（消印有効）
までに往復ハガキ
（１通２人

ずらラマがやってきた！～』
『眠れない夜の月』

まで）
に
「第４回麻生の歴史散策」
、住所、氏名、年齢、

KAWASAKIアーツ・しんゆり映 画 祭 事 務 局

電話番号を記入し〒215-8570麻生区役所地域振興

953-7685
965-5201

課☎965-5113

上映会の様子

プレママ・プレパパのための
育児体験

を見たり、実際に触れ合ったりすることができ

で感じている悩みや不安などの相談に答えます。

など保育園生活を一緒に体験できます。

心と体の育ちを学べるコーナーもあります。

対象

離乳食を開始している未就園児
（生後５

日時 ８月26日㈯9時45分～11時15分
場所 地域子育て支援センターみなみゆりがおか

参加者１人につき250円

対象・定員 ０歳から就学前の子どもと保

費用

実施園

時間 ９時10分から昼食終了まで

987-7722、 上麻
987-1771

☎965-5220

966-2239。
［先着順］

区内在住65歳以上の普

９月15日㈮10時半～12時半

市

麻生図書館
☎951-1305 952-2748
柿生分館
☎986-6470 986-6472

膝痛・腰痛のいやしと予防の運動療
８月

15日から直接か電話で。
［先着順］
ちょきん

☎080-4158-2571
965-5207

麻生図書館・柿生分館

いきいき健康フェア

市内在住の60歳以上、40人

教育ボランティア募集
区内の小・中学校で授業の手伝い
などをする教育ボランティアの募集。
随時電話で。
［選考］

おはなし会(麻生図書館)
８月16日～９月13日の水曜。３
・

貯筋運動〜脚に筋肉をつけよう〜

米多朗、昔昔亭A太郎他。演者から

9月19日㈫14時～15時半

のプレゼントが当たる抽選会も開催。

内在住の60歳以上、35人 ８月15

２歳は８月23日と９月13日の10時半

日から直接か電話で。
［先着順］

～

アルテリオ映像館上映情報

〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5113 965-5201

スカーナ』
『 裁き』…８月12日～25日。
『この 世 界 の 片 隅に』…８月19日～
25日。
『ラオス 竜の奇跡』…８月26日

大人の社会科見学

～９月１日。
『ダンサー、セルゲイ・ポ

50周年を迎えた

ルーニン 世界一優雅な野獣』
『 甘き

日本民家園とビー

人生』
『 海辺の生と死』…８月26日～９

ル工場見学バスツ

月８日。※日曜最終回、月曜は休映
（祝

アー。昼食は北部

日の場合翌日に振り替え）
。

市場。

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。
センターまつり
盆踊り、 模擬店など。 雨天決行。
８月26日㈯17時～19時。
敬老のつどい
９月15日㈮に開催される演芸会の
出演者募集。

20組

８月15日～

市

区役所地域振興課

『ボンジュール、 アン』
『 歓 び のト

散

登戸駅多摩川口に集合、解
4,000円(昼食代別) ８

月15日10時から電話でスペース・プラ
ン☎933-0080。
［先着順］

区役所危機管理担当
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5114 965-5201

シルバードライビング教室
９月11日㈪10時～12時

図書館集会室

向ヶ丘

当日先着30人。

￥

市消防防災指導公社
☎366-2475

272-6699

普通救命講習会
心肺蘇生法などの講義と実習。

おはなし会(柿生分館)
８月23日～９月13日の水曜。３

９月16日㈯９時 ～12時

麻生消防

～５歳 は14時45分 ～、６歳 以 上 は

署

15時10分～。

ら電話かFAXで。
［先着順］

事業名

９月26日

25人

４歳は14時半～。
５歳以上は15時～。

保健福祉
センター

㈫９時～17時。 荒
天中止

区役所学校・地域連携

（必着）
までに往復ハガキで。
［抽選］

内在住の60歳以上、当日先着60人。

詳細はお問い合わせください。

8月26日㈯14時開演。

日先着20人。

通自動車免許保持者、
12人 ８月18日

お茶会

法 ９月27日㈬13時半～15時半

◎しんゆり寄席…出演：神田紫、桂

がおか☎

自動車学校

☎955-0107 959-2200
チケット専用ダイヤル
☎959-2255
（平日9時～19時半）

アルテリオ小劇場上演情報

地域子育て支援センターみなみゆり

965-5207

25日に直接。
［抽選］

アートセンター

８月15日９時から直接か電話で

区役所保育所等・地域連携

実施保育園に電話で。

申し込み方法は市版5面参照

護者10組程度

実施園 白
 山保育園・上麻生保育園・高石保育園

988-8520、 高石保育園☎

区のお知らせ

子どもが楽しめる遊びや遊具の紹介、子どもの

カ月以上）
と保護者

対象 これからパパ・ママになる方

954-5355、虹ヶ丘保育園☎

発達相談支援コーディネーターが、日常の中

参加者募集！親子でランチ

ます。保育士・看護師が相談や質問に答えます。

生保育園☎

おおきくなあれ相談会

子どもと同じ年齢のクラスで、遊びや給食

０歳児クラスの赤ちゃんの遊びや食事の様子

965-5201。
［抽選］

※麻生観光協会のHPからも申し込めます

て するなら 麻生区 で！

子 育

白山保育園☎

第４回歴史観光ガイド

区内の史跡・名所を麻生観光協会ガイドと共に巡ります。

はるひ野を会場に、家族で楽しめる映画を上映します！ 満点の星空の下、ぜひ

区役所地域振興課☎965-5370

02

「旧早野村の歴史散策」

誰でも気軽に参加できる、年に一度の非日常体験
「野外上映会」
。 今年は、

☎953-7652

区 版 あさお

No.1166

２９年度

しんゆり映画祭・野外上映会

ひ野駅から徒歩４分
（※車での来場はご遠慮ください） 時間

8月1日号

絵本コーナー

当

30人

800円

９月１日９時か

：30～
健診・検診案内など（電話受け付けは平日8
12：00、13：00～17：00）
内容・日時
（当日受付時間）
・対象他

（9:00～）
歯科健診と歯科相談 9/14㈭❶9:15～
1
歳
児 ❷10:15～
（10:00～） 1歳3カ月未満で歯につい
歯 科 健 診 て相談したい人、心配なことがある人、各回15人。
８/16から
母子健康手帳持参。※要予約
電話で。[先着順]
ス マ イ ル ブラッシング実習と歯科相談 9/13㈬9：15～10：
地域支援担当
歯みがき教室 30 就学前の子どもと保護者、15組。※要予約
☎965-5160
離乳食の進め方についての話と個別相談 ❶9/8
965-5169
離 乳 食 教 室 ㈮❷9/22㈮、9：30～ (9：15～ ) ５～７カ月の子
ス テ ッ プ １ どもの保護者、30人。母子健康手帳、筆記用具を
持参。※要予約
8/16から
乳がん～検診から治療まで～
電話で。[先着順]
（聖マリアンナ医科大学ブレスト
健 康 づ く 講師：川本久紀医師
地域支援担当
り 講 演 会 ＆イメージングセンター）
☎965-5157
9/22㈮14:00～15:30 100人。※要予約
965-5169
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。

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 。

