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イベントで知る！あさおのまちづくり
地域のさまざまな課題解決に向けて実施している
「地域課題対応事業」
について、身近なイベントを通じて分かりやすくご紹介します。
区役所企画課☎965-5112

平成31
（2019）
年度
地域活性化や
「芸術・文化のまち麻生」
の確立
を目指すため、人や地域を芸術・文化でつなぐ

予算総額

取り組みとして
「麻生音楽祭」
や
「あさお芸術の

地域課題対応事業
貴重な農業資源や環境資源への理解を

約6,645万円

深め、地域で守り育てていくため、大学
や農業事業者と連携して環境資源を活用

芸術・文化の
まちづくりの推進
（8事業）
約1,541万円

まちコンサート」
などを開催しています。

965-5200

した地域交流を図る取り組みとして
「ダイ
コンの収穫体験」
などを実施しています。

農と環境を活かした
まちづくりの推進
（5事業）
約630万円
高齢化への対応と
すこやか・支え合いの
まちづくりの推進
（4事業）
約413万円

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、支え合いの地域づくりを推進するた
め、大学と連携した生きがいづくりなどにつ
ながる支援の取り組みとして
「大人のための

災害に強いまちづくりを推進する
ため、災害時における自助・共助
（互
助）
を促進する取り組みとして
「避難

安全・安心
まちづくりの推進
（5事業）
約702万円

コーラス教室」
などを実施しています。

所宿泊訓練」
などを実施しています。

総合的な子ども・
子育て支援の推進
（5事業）
約632万円
地域資源を活用した
コミュニティづくりの
推進
（10事業）
約1,842万円

市民活動支援の拠点である
「麻生市民交流
館やまゆり」
を中心に、地域の人材を市民活動・
地域活動へつなげる
「
『地域デビュー』の相談窓

区の新たな課題
即応事業 500万円

口」
の開設などを実施しています。

きめ細やかな支援を行い、地域全体で子育て
家庭を支える取り組みを推進するため、大学と連
携して施設や人材を活用しながら行う体験学習と
して
「こども映画大学」
などを実施しています。

その他
（3事業）
約385万円
※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！
区内の公的機関な
どの情報を盛り込ん
だ地図
「麻生区ガイド
マップ2019」を発 行
しました。 区 役 所、
布しています。
区役所地域振興課
☎965-5370
965-5201

区役所危機管理担当☎965-5114

965-5201

新入学シーズンは子どもたちの行動範囲が広がり、交通事故が増えます。 家庭・地域・ドライバーそれぞれの
立場で、事故を防ぐためにできることを実践しましょう。
子どもの視界
「見ているようで、見えていない」
ことも

左右の視野比較

上下の視野比較

発育途中の子どもの視野は大人より
も狭く、6歳児では大人の約6割の範囲
しか見えていません。

事故防止の
ポイント

麻生市民館などで配

子どもたちを交通事故から守りましょう

❶大人がお手本
子どもは、身近な人の日常の姿に影響を受けます。
❷家の周りや通学路の危険な場所をチェック
子どもの目の高さ・視野で確かめましょう。
❸道路や駐車場で遊ばせない
公園など安全な場所で遊ばせましょう。
❹思いやり運転
横断する人を見かけたら必ず一時停止しましょう。

※見え方には個人差があります

（平成31年3月1日現在）

17 万8,903 人
7 万7,537 世帯
4 月は第 3 月曜、5月は第 2 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。

ここからあさお区版です

2019（平成31）年

あさお市民活動レポート
『あさおナビ2019』完成しました

4月1日号
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歴史観光ガイド
「旧黒川村 麻生の歴史散歩」

さきもり

防 人の古道よこやまの道、里山の原風景の

身近な地域に関心を持って活動に参加するきっかけづ
くりや、これからの活動の参考にしていただくために、

中で自然とロマンを満喫しませんか。

区民記者が区内で活躍しているグループを区民視点で

日 時 5月7日 ㈫13時15分 ～16時 半 ご ろ。は

紹介する情報冊子を発行しました。4月15日から先着で

るひ野駅集合 コース 柿生発電所、汁守神社、

100部配布する他、市民交流館やまゆりと区のHPで公

セレサモスなど 定員 30人 費用 500円

開します。

汁守神社

4月23日
（必着）までに往復ハガキ
（2人まで）に
「第2回麻生の歴史散

配布場所 区役所地域振興課、麻生市民交流館やまゆり
麻生市民交流館やまゆり☎951-6321
区役所地域振興課☎965-5116

歩」
、全員の住所・氏名・年齢・電話番号を記入し〒215-8570区役所地域
振興課☎965-5113

951-6467

神奈川県からのお知らせ

がけ崩れの恐れのある斜面を調査します

区の花
「ヤマユリ」をメインに、桃色と水色の2種

土砂災害防止法に基づき、がけ崩れの恐れのある斜面

類のデザインを作成しました。区役所区民課にて無

を土砂災害特別警戒区域に指定するため、4月から区内で

料で配布しています。
区役所区民課☎965-5123

調査
（現地調査・測量）
を開始します。対象となる土地所有

965-5202

者などの皆さんには別途通知します。

「親子でランチ」しませんか？

詳細は

親子で保育園に遊びに来ませんか。年齢に合ったクラスで、公立保育
園の活動と給食を体験できます。

川崎治水センター

神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター工務課
急傾斜地公園班☎932-7193

日程・場所 ※11月以降の日程は、区役所などで8月上旬から配布するチラシで
白山保育園
4日㈫・19日㈬
2日㈫・17日㈬
3日㈫・18日㈬
8日㈫・16日㈬

上麻生保育園
13日㈭・25日㈫
11日㈭・23日㈫
12日㈭・26日㈭
10日㈭・29日㈫

高石保育園
12日㈬・27日㈭
10日㈬・25日㈭
11日㈬・19日㈭
9日㈬・24日㈭

申込開始日
5月13日
6月10日
8月13日
9月9日

カ月〜就学前の子どもと保護者、各日各園2組 費用 1組
（2人）
500円

黒川丸山特別緑地でシノ竹を刈ります。
日時 5月26日㈰9時半～12時 ※集合場所な
どの詳細は申込者に案内します

麻生市民館

申し込み方法は市版5面参照

☎951-1300

951-1650

HAPPY ! ママライフ
子育ての悩み、つらさ、楽しさを分
かち合い仲間ができる、子育てに役立

詳細はお問い合わせください。

火曜、10時～12時、全9回

アルテリオ小劇場上演情報
じまり～』･･･5月3日㈷、4日㈷、11時。わ

つ講座です。
民館

5月14日～7月9日の
麻生市

4月24日
（必着）
までに

らべうたで紡ぐ赤ちゃんのための舞台。

直接、電話、FAX、区HPで。
［抽選］

◎劇団なんじゃもんじゃ
『ベッカン

麻生図書館・柿生分館

コ お に』
･･･5月6日 ㈷、11時。 思 い
やりをテーマにした鬼と盲目の娘の
創作民話の舞台化。
アルテリオ映像館上映情報
◎今月のおすすめ･･･
『ふたりの女王 メ

日用品、 雑貨、 食器類、 衣類
（新品

回

かクリーニング済みのものに限る）
な

話、FAX、メールで。
［抽選］

ど。

5月7日から直接。

ザー）
。

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7日までに直接、 電

5月11日㈯19時 ～20時 半。 小

5月15日㈬10時～11時半

市内在住60歳以上50人

20人

天体観望会

講師：伊藤夏美氏
（ライフオーガナイ
4月15

日から直接か電話で。
［先着順］

2歳〜4歳未満の子どもの保護

者20人。保育あり
（要予約、1,000円）
材料費実費

722-8410［事前申込制］

10年後を描けるお片付け

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

◎山の音楽舎『うたのたね～おんがくのは

名、年齢、電話番号、メールアドレス、日にち
（5
くり」
係☎711-6631

965-5207［先着順］

アートセンター

5月23日
（必着）までにハガキに住所、氏
月26日）を記入し〒211-0052中原区等々力3-12市公園緑地協会
「森づ

申込開始日の9時から電話で区役所保育所等・地域連携

区のお知らせ

932-8259

かわさきの森づくり参加者募集

時間 9時から昼食終了まで 対象・定員 離乳食を開始している生後5

☎965-5220

965-5201［抽選］

※麻生観光協会HPからも申し込めます

965-5201

オリジナル婚姻届を作成しました

6月
7月
9月
10月

02

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。
誰でもコーラス講座
～歌って地域を奏でよう～

学生以下は保護者同伴。 ※雨天・曇
天の場合は、5月18日㈯に延期。11
日の実施の有無は、電話
（12時以降）
でお問い合わせいただくか、川崎天
文同好会HPで。18日雨天時は天文
集会を実施。

麻生消防署
☎951-0119

951-0221

麻生地区少年消防クラブ部員募集
活動内容…消防署の見学などの体

プロの歌手によるコーラス指導を受

験学習を通じた、正しい防火防災の

け、最終日は市民企画の音楽交流サ

知識の習得。 活動期間…6月から翌

ロン 奏 に出演します。2歳〜就学前

年3月までの土・日曜、祝日と夏休み

かなで

の子どもとの参加も可能。 5月9日、

などの長期休みのうち年6回程度

日。16世紀の英国を生きた2人の女

3・4歳は14時半から、5歳以上は15

23日、6月13日、27日の 木 曜、10

区内在住の小学3～6年生30人程度

王の物語。 王位継承権をめぐりライ

時 から。2歳 児 は4月24日、5月8日

時～12時
（最終日は15時まで）
、 全4

バルでもある2人は互いに魅了されて

の10時半から 当日先着各回30人。

地域みまもり
支援センター

アリーとエリザベス』
4月20日～5月3

いき、男性社会の中で孤軍奮闘する
女性として激動の時代を駆け抜けてい

4月17日、24日、5月8日の水曜、

おはなし会(柿生分館)
4月17日、24日、5月8日の水曜、

く。※日曜最終回、月曜は休映
（祝日

3～5歳は14時45分から、6歳以上は

の場合翌日に振り替え）
。

15時10分から 当日先着各回20人。

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
©2018 FOCUS FEATURES LLC. ALL
RIGHTS RESERVED.

6月1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。

事業名

募集中。電話で。
［先着順］

健診・検診案内など 12：00、13：00～17：00）

（電話受け付けは平日8：30～

内容・日時
（当日受付時間）
・対象・費用他

歯科健診と歯科相談 5/9㈭❶9：15～（9：00～）
1
歳
児 ❷10：15～（10：00～） 1歳3カ月未満の子ども
歯 科 健 診 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
ス マ イ ル
歯みがき教室
離乳食教室
ステップ１

4/15から
電話で。
［先着順］
ブラッシング実習と歯科相談 5/8㈬9：15～10：
地域支援課
30 就学前の子どもと保護者15組
☎965-5160
965-5169
離乳食の進め方についての話と個別相談 ❶5/10
㈮❷5/24㈮、9：30～（9：15～） 5～7カ月の子ど
もの保護者25人。母子健康手帳、筆記用具持参

いずれも、会場は区役所。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 届け出、手 続きで区 役 所に来 庁した際に、
「 心に残る一 枚 」を撮ってみませんか。

