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秋を感じられる区のイベントを紹介します。 楽しい秋の１日を過ごしに出掛けてみませんか。

「第34回あさお区民ま

内容 移動動物園、動物・野鳥のクイズ、

つり」
は麻生区秋の一大

地震体験
（起震車）
、炊き出し訓練、

イベントです。たくさん

水素燃料電池車
「MIRAI」の展示

の催しや模擬店、 舞台

など
日時 10月1日㈯10時～15時

パフォーマンスなど、楽
しい企画で皆さんを迎

（雨天中止）
場所 王禅寺ふるさと公園
（王禅寺528-1）

えます。 ぜひ誘い合わ
せてご来場ください。

区役所道路公園センター

日時 10月９日㈰10時～16時(雨天決行)

☎954-0505、

954-6283

場所 麻生区役所広場他
※区役所前道路はパレード開催のため、９時半～11時ごろ、交通

in

規制が実施されます。ご協力をお願いします
区役所地域振興課内
「あさお区民まつり実行委員会」
☎9655113、 965-5201。
当日の開催可否は☎0180-991-626
（音声案内）

先端農業技術の施設見学の他、農場で収穫体験後、その野菜を使って調理体
験をします。
日時 10月22日㈯9時半～15時 場所 明治大学黒川農場(黒川2060-1)
対象 区内在住・在学の小学３～６年生と保護者

古着類(汚れているもの、破れているものを除く)、小型家電の
回収を行います。リユースとリサイクルにご協力をお願いします。
多摩生活環境事業所☎933-4111、

934-8550

定員 30組60人(子ども1人に対して保護者１人)
9月30日(必着)までに区ホームページまたは往復ハガキに住所、子どもと保
護者の氏名(ふりがな)、学校名、学年、電話番号を記入し〒215-8570麻生区
役所地域ケア推進担当
「明大黒川農場」
☎965-5303、

区の木「禅寺丸柿」
に触れてみよう
！
10月21日は
「禅寺丸柿の日」
です。 麻生の人々の生活を支えてきた

第118回 あさお芸術のまちコンサート

「忘れない～ 明日に向かって Ｓince 3・11」
日時 ９月30日㈮12時半～ (開場12時)

場所 新百合ケ丘総合病院３階ＳＴＲホール
（古沢都古255）

「禅寺丸柿」
のことをもっと知ってみませんか。

定員 当日先着200人 曲目 愛の讃歌他

「禅寺丸柿」柿もぎ体験参加者募集
昔ながらの
「ばっぱさみ
（もぎ取り棒）
」
を使った柿もぎにチャレンジ。
採れたての禅寺丸柿が食べられます。

出演 ストレス・フリー (小林秀吏、矢島絵里子)
区役所地域振興課☎965-5116、

日時 10月２日㈰10時～12時
（雨天と柿の生育不良の場合は中止）
場所 黒川の柿農家
（黒川駅に集合）

環境連続講座

対象 区内在住・在学・在勤の人
（小学生以下は保護者同伴） 定員 20人
９月20日(消印有効)までに往復ハガキ
（１通4人まで）
に
「柿もぎ体験
希望」
、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し〒215-8570麻生区役
所地域振興課☎965-5113、 965-5201。
［抽選］

区内で活動する環境をテーマにした市民グループから講師を招き、連続講座
を開催します。区内で行われているさまざまな視点からの環境活動の話を聞いて、
「エコのまち麻生」
に住み暮らす
「私」
にできることを見つけましょう。
第1回

歴史観光ガイドと一緒に、おいしく楽しく郷土史

9月30日㈮

第2回 10月14日㈮

を学べます。

第3回 10月28日㈮

日時 10月21日㈮13時～16時半ごろ
コース 区役所4階第2会議室集合。座学後、バスで移動し、王禅寺

第4回 11月11日㈮

周辺を徒歩で3km程度散策します。白山神社最寄りバス停解散

第5回 11月25日㈮

定員 30人
費用 500円
（資料代・保険料）

965-5201

「私」にもできることを考えよう！

日時

「禅寺丸柿」の歴史散策

講師団体

内容・費用他
地域資源循環プログラム：
かわさきかえるプロジェクト
菜の花プロジェクト
麻生区クールアース
自然エネルギーの普及啓発活動
推進委員会
あさお生きごみ隊、
生ごみの有効利用
環境を考え行動する会
里山フォーラムin麻生
里山保全活動
地域資源循環、せっけん利用推
グループ
「せっけんの家」
進。麻生産菜種油でケーキ作り。
かわさきかえるプロジェクト
市民館料理室で。100円

いずれも10時～12時。枠内に記載のない日の会場は、
市民館第１会議室。各回30人。

10月5日
（消印有効）
までに往復ハガキ
（１通２人まで）
に
「禅寺丸柿
の歴史散策」
、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し〒215-8570麻
生区役所地域振興課☎965-5113、

965-5169。
［抽選］

965-5201。
［抽選］

9月15日から電話かFAX(住所、氏名、電話番号を記入)でかわさきかえる
プロジェクト
（林）
☎

299-6460。
［先着順］

区役所企画課☎965-5112、

965-5200

（平成28年8月1日現在）

17 万6,321 人
7 万5,148 世帯
毎月第1木曜10時～14時に、区役所ロビー・広場にて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ています。

ここからあさお区版です

2016（平成28）年

竹炭シンポジウム in 川崎
ムを開催します。竹炭製造デモンストレーションも見学できます。竹の処理
に困っている人や環境保全に興味のある人はぜひご参加ください。
菜園などの
土壌改良に使える

場所 明治大学黒川農場 定員 当日先着200人

事前申し込みをした上で、参加された人には、当日作った竹炭をプレゼント！
９月12日までに電話かFAX
（氏名、住所、年齢、電話番号、参加人数
を記入）
または区ホームページで
区役所企画課☎965-5112、

965-5200

☎366-2475、

272-6699

心肺蘇生法などの講義と実習。10
月28日㈮9時～12時。麻生消防署で。
10月11日9時 から直 接 か

電話で。
［先着順］
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10月19日、11月16日、29年１月18日、
２月15日の水曜、いずれも9時半～12
時。市内在住の60歳以上、12人。初心
者歓迎。600円。

普通救命講習会

30人。

区 版 あさお

No.1144

市消防防災指導公社

竹林を資源化して、健全な森に再生するための知恵を集めるシンポジウ

日時 ９月14日㈬13時～16時
（12時半から受付）

9月1日号

9月30日
（必着）
ま

でにハガキ持参か往復ハガキで。
［抽選］
おたっしゃ茶のみ会
室内でペタンクをしよう…ボールを
投げたり、 転がしたりして的に近づ

麻生区社会福祉協議会

けるゲームを行います。10月21日㈮

〒215-0004麻生区万福寺1-2-2
☎952-5500、 952-1424

上、20人。

年末たすけあい慰問金の申請

13時半～15時。 市内在住の60歳以
9月15日から直接か電

話で。
［先着順］

麻生図書館・柿生分館

のあるコースでアクティビティを通し

年末たすけあい運動の募金の一部を

申し込み方法は市版5面参照

た体験学習を行います。10月29日㈯

慰問金として配分します。希望する対

９時～13時。玉川大学で。区内在住・

象者はお申し込みください。昨年度申

アートセンター

在学の小学４～６年生の子どもと保護

請した世帯には9月下旬に申請書を送

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

者30組60人
（子ども１人に対して保護

付します。対象者は区内の在宅生活者

大人が楽しむお話の会(麻生図書館)

者１人）
。

10月14日
（必着）
までに区

で❶～❸のいずれかに該当する人がい

11月1日㈫10時半～11時50分
（開

ホームページか往復ハガキで。
［抽選］

る世帯。 ❶身体障害者手帳か精神障

場10時15分）
。麻生市民館視聴覚室

区役所地域振興課

害者保健福祉手帳1・2級の人❷療育手

で。15歳以上、30人
（子どもを連れ

帳Aの人❸要介護4・5の寝たきりや認知

ての参加はできません）
。

症などの高齢者。

日10時から電話で。
［先着順］

区のお知らせ

☎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
◎しんゆり寄席 …9月24日 ㈯14時
開演。出演：三遊亭遊吉、桂米多朗他。
仲入りでは演者からのプレゼントが当

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

歴史観光ガイド

たる抽選会を行います。◎しんゆり

旧高石・細山村の歴史散策。10月5

ジャズスクエア…９月30日㈮19時 開

日㈬13時15分百合ケ丘駅集合、16

演。 出演：佐山雅弘他。 昭和音楽大

時半ごろ読売ランド前駅解散。30人。

学学生と講師陣のコラボセッション！

500円。

アルテリオ映像館上映情報

9月21日
（消印有効）
まで

に往復ハガキ
（１通２人まで）
で。
［抽選］

麻生市民交流館やまゆり
〒215-0021麻生区上麻生1-11-5
☎951-6321、 951-6467

「ＡＭＹ エイミー」
©2015 Universal Music Operations Limited.

「ソング・オブ・ラホール」…9月3日

第8回「目指せ！アクティブシニア
講座」の企画委員募集
子育て卒業、定年退職などを機会
に地域貢献したい人を対象にした連続

麻生区社会福祉

10月12

協議会で配布する申請書に記入し10月

おはなし会(麻生図書館)

３日～31日
（必着）
に直接か郵送で。

９月21日～10月12日の水曜。3・4

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。

歳は14時半～。5歳以上は15時～。
2歳は９月28日と10月12日の10時半
～。いずれも図書館集会室で。 当日
先着30人。
おはなし会(柿生分館)
９月21日～10月12日の水曜。3～
5歳は14時45分～、6歳以上は15時

いきいき健康フェア
正しくすると効果増！みんなの知ら
ない本当のラジオ体操…９月28日㈬

10分～。 いずれも絵本コーナーで。
当日先着20人。

10時～12時。市内在住の60歳以上、
45人。運動できる服装、体育室履き、
飲み物、タオル持参。

９月15日か

ら直接か電話で。
［先着順］

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

～16日。
「ＡＭＹ エイミー」
「ラサへの歩

講座の企画。同館で。５人。

き方 祈りの2400km」…9月10日～

５日までに窓口かホームページで配布

10月14日㈮13時半～15時半。市

23日。
「ラスト・タンゴ」
「シング・ストリー

中の応募用紙を直接かFAXで。
［選考］

内在住の60歳以上、5人1組で30組。

時15分 ～15時15分、 全7回。 同 学

9月16日～10月5日に直接。
［抽選］

園研修室で。30人。テキスト代3,240

ト」…9月17日～30日。
「パコ・デ・ルシ
ア 灼熱のギタリスト」
「栄光のランナー
1936ベルリン」…9月24日 ～10月7
日。
「太陽のめざめ」…10月1日〜14

10月

麻生市民館岡上分館
☎988-0268、

986-0472

日。※日曜最終回、月曜は休映(祝日

住み慣れたまちでずっと元気に！
～介護予防と支え合いを学びましょう～

の場合翌日に振り替え)。

９月29日～10月20日の木曜、10月

区役所地域ケア推進担当
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5303、 965-5169

第2回 赤ちゃん学講座～赤ちゃん
は顔をどうやって見ている？～
連続講座の第２回
（全３回）
。10月
31日㈪10時～11時半。 区役所第１
会議室で。乳幼児の保護者・妊娠中の
人とそのパートナーなど80人。 講師：

29日㈯、いずれも13時半～15時半。
同館で。おおむね50歳以上、20人。
９月15日
（必着）
までに直接か電話
で。
［抽選］

健康福祉局
生活保護・自立支援室
☎200-0309、

200-3929

じ ょ ぶ

だいJOBセンター出張相談
を麻生区役所で開始します

食生活講座

円。

「男の料理教室基本編4回シリーズ」
…

ガキで。
［抽選］

保健福祉
センター

事業名

9月21日
（必着）
までに往復ハ

：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・費用他

9/20から電話で
[先着順]
保健師、栄養士、歯科衛生士が生活習慣病や禁煙
生活習慣病・
などの相談に乗ります。10/6㈭13:30～14:50。 地域支援担当
禁 煙 相 談
☎965-5157
※要予約
965-5169

9/20から電話で
離乳食の進め方についての話と個別相談。
10/14㈮、
[先着順]
離 乳 食 教 室 10/27㈭、9:30～
（9:15～）
。5～7カ月の子どもの
地域支援担当
ス テ ッ プ １ 保護者30人。母子健康手帳、筆記用具を持参。
☎965-5160
※要予約
965-5169

18時）
、

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。

研究所システム脳科学研究領域統合

などの問題を抱え、生活に困ってい

生理研究部門特別協力研究員）
。 ９

る人の相談を受け、専門相談員が支

月15日から区ホームページか、子ど

援を行います。９月５日㈪から毎週月

もの年齢も記入しFAXで。
［先着順］

曜
（休日・年末年始を除く）
、９時～17

レンジコースに挑戦。 ロープや丸太

10月７日～11月18日の金曜、13

JOBセンター ☎245-5120
（10時 〜

失業、人間関係、家賃滞納、借金

玉川大学にあるTAPセンターのチャ

手話入門講座～入門編～

歯科健診と歯科相談。10/13㈭ ❶9:15～
（9:00～）
9/29から電話で
1
歳
児 ❷10:15～（10:00～）。1歳3カ月未満で歯につい
[先着順]
歯 科 健 診 て相談したい人、心配なことがある人、各回15人。
地域支援担当
母子健康手帳持参。※要予約
☎965-5160
ス マ イ ル ブラッシング実習と歯科相談。10/12㈬9：15～
965-5169
歯みがき教室 10：30。就学前の子どもと保護者、15組
健康、運動、食事に関する講話、実技、調理実 10/12までに
食 生 活 改 善 習。❶10/24❷10/31の月曜、いずれも13:30～ 電話で[抽選]
推 進 員（13:15～）
❸11/8❹11/15の火曜、いずれも9:30 地域支援担当
養 成 教 室～
（9:15～）
。全日程参加できる区民20人。３日目 ☎965-5160
965-5169
のみ材料費負担

小林恵氏
（自然科学研究機構生理学

親子で体験アドベンチャー
in玉川大学TAPセンター

輪投げ大会

時
（12時～13時を除く）
。麻生区役所
で。 生活保護受給者を除く。

だい

245-0710。
［事前予約可］

