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行ってみよう！

あさおの春イベント
2/26 ㈯

2022
里山フォーラムin 麻生

2/27㈰ カフェ・グランデ あさお
麻生区の芸術・文化活動を体験しませんか。ワークショッ

「みどりと農の環境と文化を活かすまち」をテーマ
に、さまざまな団体やグループ、学校が交流します。

プやステージなど、子どもも大人も楽しめるイベントです。

時間

14時～ 16時半

時間

場所

麻生市民館大会議室

21ホール多目的ホール
内容

2月22日までに直接か電話か区HP、
または氏名、

12時半～ 15時半（受け付け 12時） 場所
定員

新百合

当日先着300人

•あさお芸術のまちコンサートと劇団民藝のコラボ

住所、電話番号、人数を記入し FAXかメールで麻

コンサート •麻生フィルハーモニー管弦楽団によるミニコ

生市民館☎ 044-951-1300

ンサート •藤原歌劇団オペラ歌手によるステージ •和凧、俳

044-951-1650

88asaosi@city.kawasaki.jp［事前申込制］ 里山

句、立体切り紙、クラフト、区制 40周年に向けたオブジェ

フォーラムin麻生

づくりのワークショップなど

satoyamaforum@gmail.com

区役所地域振興課☎044-965-5116

044-965-5201

ハーバリ
ウム
づくりに
チャレン
ジ！

詳細は
区ＨＰで

俳句づくり（昨年度の様子）

ハンドメイドワークショップ（要材料費）

3/7㈪〜13 ㈰ アルテリッカ新ゆり美術展2022

3/24㈭

区美術家協会による絵画・工芸品や、区文化協会による絵画・書・陶芸・生け花、
「女優を描くデッサン会」の作品などを展示します。
時間

10時～ 18時（13日は 16時まで） 場所

新百合 21ホール☎044-952-5000

（上段）劇団民藝
（左から石巻美香、藤巻るも、
高木理加）
（下段）
リベルテ三重奏団
（左から武元佳穂、衛藤理子、
福山芙蓉）

詳細は
しんゆり芸術
のまちＨＰで

区の花「ヤマユリ」
育苗講習会

麻生ヤマユリ植栽普及会が区内で採種し、育成し
た苗を配付し、育成方法を説明します。ヤマユリの

新百合21ホール多目的ホール

044-952-1350

育成にチャレンジしてみませんか？
時間

13時半～15時

場所

麻生市民館

定員

40人
2月28日（消印有

効）までに必要事項
（市
版 6面）を記入し往復
前回の
美術展の様子

川崎ブレイブサンダース

ハガキで〒215-8570麻生区役所地域振興課☎044965-5116

044-965-5201
［抽選］

無料観戦会参加者募集

ホームゲームでブレイブサンダースを応援しましょう。
日時 4月6日㈬ 19時5分開始
（茨城ロボッツ戦）

2月28日までに応募フォームでDeNA川
崎ブレイブサンダースチケット部
［抽選］

4月9日㈯ 18時5分開始
（秋田ノーザンハピネッツ戦）

区役所地域振興課☎044-965-5223

4月10日㈰16時5分開始
（秋田ノーザンハピネッツ戦）

044-965-5201

場所 とどろきアリーナ

▶応募
フォーム

対象・定員 各日、区内在住の20人
（申し込みは4人まで）

©KBT

（令和4年1月1日時点）

044-965-5100

18 万826 人
8 万365 世帯

麻生区は 7月に区制 40周年を迎えます！

044-965-5112

044-965-5200

ここからあさお区版です

2022（令和4）年

麻生音楽祭2022

参加団体募集

区 版 あさお

No.1261

さまざまなジャンルの音楽と、親しみやすい曲目で市

す。

民の皆さんと楽しむコンサートの出演者を募集します。

出演予定日・場所 7月17日㈰、 麻生市

出演予定日・場所

❶9月4日㈰、麻生市民館ホール

民館ホール

❷11月20日㈰、新百合21ホール

募集団体数 21団体
演奏時間 曲間含め8分以内

❸11月20日㈰、新百合21ビル地

者・伴奏者除く）
、❷当日までの運営委員会に必ず出席し、

ワイエ
（使用楽器に制限有り）

応募条件 ❶区内で活動している8～40人の合唱団
（指揮

下１階ロビー、新百合21ホールホ

当日の運営・進行に協力できる合唱団

※応募条件など詳細は区HPで

区HP

応募方法 3月10日
（消印有効）
までに、団体名、編成(男声・

3月8日
（必着）
までに区役所な

女声・混声・児童)、参加人数、代表者の氏名、連絡担当者の住所、氏名、

どで配布中の応募用紙
（区ＨＰから

電話・FAX番号、メールアドレスを記入し往復ハガキか区HPで。
［抽選］

もダウンロード可）
に必要事項を記入し、演奏予定の生演奏

※詳細は区役所などで配布中のチラシか区ＨＰで

の曲が入ったＣＤと出演者全員の写真を添えて直接か郵送で
〒215-8570麻生区役所地域振興課☎044-965-5116

〒215-8570麻生区役所地域振興課
（麻生音楽祭事務局）
☎044965-5116

044-965-5201

花いっぱいのまちづくりに参加しませんか？

田園調布学園大学教授の村井祐一氏、東海大学准教授

美化ボランティアの人たちに協力いた

の後藤純氏、地域団体を招き、町会・自治会ヒアリングの

だき、麻生区役所周辺で花を育て、清掃

結果報告とともに講演会を開催します。

活動を行っています。園芸の知識や道具

詳細は
区HPで

日時 3月12日㈯13時半～16時
場所 区役所第1会議室

がなくても気軽に参加できます。 参加を
希望する場合はお問い合わせください。
活動日時

定員 会場50人程度、オンライン100人程度
044-965-5169［先着順］

申し込み方法は市版6面参照

アートセンター
☎044-955-0107 044-959-2200
チケット専用ダイヤル
☎044-959-2255
（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
◎しんゆり寄席…2月16日㈬14時。
五街道雲助が
「明烏」を披露。初音家
左橋他も出演。
アルテリオ映像館上映情報
◎今月のおすすめ･･･
『アイム・ユア・マ
恋人はアンドロイド』
2月19日～

区役所地域振興課☎044-965-5113

る企業の極秘実験に参加することに。
それは恋愛データを学習し“アルマを幸
せにすること”をプログラミングされた
高性能AIアンドロイドのトムと3週間と
もに暮らすことだった。乗り気でない
アルマをよそに、トムは積極的に恋を
仕掛けるが…。※日曜最終回、月曜
は休映
（祝日の場合翌日に振り替え）
。

麻生老人福祉センター

区役所地域振興課
☎044-965-5223

044-965-5201

ポールウォーキング参加者募集
片平川沿いのスポーツ・健康ロード
周辺を、専用ポールを使って歩きます。
運動に適した服装・靴で参加してくだ
さい。ポールは貸し出します。
13日㈰9時半～12時ごろ

3月

柿生小学

校正門に集合

いずれも同センターで。
文化公演会

日から電話で。
［先着順］

昭和音大生による交流コンサート、
ピアノ連弾・弦楽四重奏出演。

住の60歳以上25人

麻生市民館
☎044-951-1300

044-951-1650

人権講座
「生きていて、いいんだ
〜人間の存在の意味を問い直す〜」
社会的弱者と共に生きる社会を考え

普通救命講習Ⅰ

実習。

市内在

2月16日9時か

ら直接か電話で。
［先着順］
YouTube講座
YouTubeの見方を学びます。

3月22日㈫9時～12時

生消防署

30人

800円

川崎授産学園

〒215-0001麻生区細山1209
☎044-954-5011 044-954-6463
entry@seiwa-gakuen.jp

オンライン講演「『脳が不自由』っ
てどんな感じ？」
講師は文筆業の鈴木大介氏。高次
脳機能障害当事者として、
「脳の不自
由さ」
と、当事者が望む対応について

3

月23日㈬ ❶9時 ～10時 半 ❷10時45
分 ～12時15分 ❸13時 半 ～15時

講 演。

3月12日㈯13時～15時

オンライン100人、同学園でのオンラ
イン視聴15人

3月7日までにメール

ます。講師は和光大学名誉教授の最

市 内 在 住の60歳 以 上、 各15人

2

（オンラインか同学園で

首悟氏と、NPO法人ぷかぷかの高崎

月17日9時から直接か電話で。
［先着

の視聴かも記入）
か応募

明氏。

順］
。※パソコンかスマートフォン必須。

フォームで。
［抽選］

3月1日、8日、15日の火曜、

10時～12時、全3回

30人

2月15

お持ちであればイヤホン持参。

日から直接か電話か区HPで。
［先着順］
みんなの哲学カフェ（仮）inあさお

地域みまもり
支援センター

心の中でスッキリしていないテーマ

事業名

てみませんか。

❶3月19日㈯17時

50分～19時45分❷3月23日㈬10時
～12時

❶20人❷10人

3月1日か

ら直接か区HPで。
［先着順］

麻

3月1日9

時から電話で。
［先着順］

2月15日9時から直接か電話

応募フォーム

電話受け付けは平日8:30～
健診・講座案内など 12:00、13:00～17:00

について、みんなとじっくり語り合っ

ⓒChristine_Fenzl

3月

市内在住の

月18日㈮13時半～15時半

044-272-6699

（AED）
の取り扱い方法などの講義と

おたっしゃ倶楽部「事例で学ぼう
相続法」
講師は弁護士の細川宗孝氏。 3

2月15

☎044-366-2475

心肺蘇生法や自動体外式除細動器

で。
［先着順］

に興味がある
15人

〒215-0006麻生区金程2-8-3
☎044-966-1549 044-966-8956

15日㈫13時半～15時

044-965-5201

消防防災指導公社

（麻生いきいきセンター）

65人

健 康 づくり

25日。ベルリンの博物館で働く学者の
アルマは、研究資金を稼ぐため、とあ

原則第1木曜と第3火曜、9

時半～11時

2月15日から電話か区ＨＰで区役所地域ケア推進課☎044-965-

区のお知らせ

区HP

044-965-5201［選考］

講演
「地域のつながりづくりを考える」
参加者募集

5303

02

あさお芸術のまちコンサート出演者募集

「コーラスの部」
の参加団体を募集しま

ン

2月号

離乳食教室
ステップ１

内容・日時・対象他
離乳食の進め方についての話と
2/15から電話で地域支援課
個別相談 3/11㈮、3/25㈮、
☎044-965-5160
9時半から 5～7カ月の子ども
044-965-5169
の保護者12人。母子健康手帳、
［先着順］
筆記用具、バスタオルを持参

会場は区役所。車での来場はご遠慮ください。

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。

