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あさ お

10

10月21日は
区の木
「禅寺丸柿」
の日です

スポーツ、芸術、読書、食欲など、秋は何か

〇〇の秋 見つけませんか？

をするのにちょうどいい季節といわれています。
あなたにとっての〇〇の秋を見つけませんか。
せ い げ ん

あさお青玄まつり

来て！見て！つなごう心の輪！ 第27回あさお福祉まつり
子どもも大人も楽しみながら、きっと新たな発

川崎フロンターレの選手と地域の交流

祭

見ができます。

イベント。ステージ、模擬店など、楽し

日時 11月13日㈰10時～15時
（雨天決行）

い企画がいっぱいです。

場所 区役所・市民館

日時 11月13日㈰12時～15時
（開場11時半。小雨決行）

内容

場所 川崎フロンターレ麻生グラウンドと青玄寮
（栗平駅から

飲食の模擬店、高齢者疑似体験、福祉

施設・団体の活動紹介など

徒歩20分) ※駐車場はありません

区 社 会 福 祉 協 議 会 ☎952-5500、

952-

1424。区役所地域ケア推進担当☎965-5303、

麻生スポーツセンター☎951-1234。 区役所地域振興課

あさお区民運動会
日時 １０月２３日㈰９時～１５時
（雨天中止）
場所 麻生水処理センター
（麻生環境センター）
あさおふれあいの丘
965-5201

あさお区歩け歩け運動

スポーツ

に参加できる種目があります。

がら歩きます。

第１１９回

日時 １０月２２日㈯１０時２０分から
（開場１０時）
出演 金子恵美、倉愛花理、織井香衣
曲目 マイフェアレディより
「踊り明かそう」他
第
１２０回 ユニヴァーサルコンサート
第１20回

日時 １１月５日㈯ 13時半から
（開場１３時）

村谷祥子
（ソプラノ）
・浦部双葉
（ピア
シ

ー

ズ

ン

サ

ク

ソ

フ

965-5201

カ ル テ ッ ト

Season Saxophone Quartet

麻生養護学校 高等部）
、市立金程中学校
昼休み合唱団
曲目 プッチーニ「私のお父様」
「
、アミュー

真
（バリトン)］
、アンサンブルあさお
（県立

ズメント・パーク組曲」他

読書「秋の親子おはなし会」

しんゆりマルシェ2016

～人形劇を楽しもう～

日時 １１月１６日㈬❶１４時半～１５時１０分
❷１５時半～１６時１０分

ラボ企画、大人気の親子参加型ワークショップも。

場所 市民館大会議室

日時 10月22日㈯10時～16時
（荒天中止）

対象 ３歳から小学６年生の子どもと保護者

場所 新百合ケ丘ハウジングギャラリー、新百合

定員 各回１００人

ケ丘駅前南口広場周辺、マプレ専門店街
しんゆりマルシェ2016実行委員会☎281-5036、

966-6305。 区役所地域振

965-5201

和凧つくり・凧揚げの実技講習会

凧つくり、凧揚げの指導者となるための実技講

１０月１５日１０時から麻生図書館カウンターで整
理券を配布。☎951-1305、 952-2748。
［先着順］

区の花「ヤマユリ」球根鉢植え講習会
球根の植え付け方や上手な管理の仕方などを

習会です。物づくりの面白さ楽しさを子どもたちと

学びます。植え付けた鉢は持ち帰れます。

体験しませんか？ 受講者は、今後開催する和凧つ

日時 11月14日㈪13時半～16時
（雨天決行）

くり教室に指導者としてご協力ください。

場所 区役所会議室と区役所前広場

日時 11月27日㈰、12月4日㈰、10時～15時半

定員 区内在住・在勤・在学の30人
受講料 1,500円
（球根、鉢、用土など含む）

（両日受講が必要）
場所 区役所第２会議室 定員 15人

10月25日
（必着）
までに往復ハガキ
（1人1通）
に郵便番号、住所、

10月17日から直接、電話、FAX
（和凧実技講習会申し込み希望、氏名、住所、
年齢、連絡先を記入）
で区役所地域振興課☎965-5113、

村谷祥子

林茜
（アルト)、山口紗英
（テナー )、福田恵

ツ、アート＆クラフトの出展、商店会と大型店のコ

会

ン

［サックス四重奏：金野龍篤
（ソプラノ)、小

近隣農家の新鮮野菜や地元店の料理、スイー

新万福寺町内
主催

ォ

ノ伴奏）
、Season Saxophone Quartet

※当日直接。軽装・運動靴で。各自昼食持参

興課☎965-5116、

芸術

場所 新百合ケ丘エルミロード1階吹き抜け広場

出演

ろ黒川駅で解散
（小雨決行、荒天時は１１月６日㈰に順延）

アートと食の祭典

965-5201

定員 当日先着350人

日時 １０月３０日㈰９時に区役所前広場に集合。１５時ご

食

区役所地域振興課☎965-5116、

場所 新百合21ホール

片平・黒川方面のコース。周囲の景色を楽しみな

区役所地域振興課☎965-5370、

965-5201

あさお芸術のまちコンサート

借り物競走やパン食い競走など、自由

区役所地域振興課☎965-5223、

☎965-5223、

965-5169

965-5201。
［先着順］

氏名、電話番号を記入し〒215-8570麻生区役所地域振興課
「麻生ヤ
マユリ植栽普及会」
担当☎965-5370、

965-5201。
［抽選］

（平成28年9月1日現在）

17 万6,466 人
7 万5,216 世帯
11月10日㈭10時～14時に、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

2016（平成28）年

ではメンバーも募集中。10月31日～

区のお知らせ

11月10日。市民館野外ステージで。

申し込み方法は市版5面参照

歴史観光ガイド
「旧早野村の歴史散策」

アートセンター
〒215-0004麻生区万福寺6-7-1
☎955-0107、 959-2200
チケット専用ダイヤル
☎959-2255
（平日9時～19時半）

11月10日㈭13時15分に小田急
線新百合ケ丘駅9番バス停集合、16
ね

時半ごろ解散
（子の神社）
。コース
（約
か い お う じ

4km）
：早野聖地公園、戒 翁寺など。
30人。500円
（保険代など）
。

詳細はお問い合わせください。

10

月27日
（消印有効）
までに往復ハガキ

アルテリオ映像館上映情報
『めぐりあう日』…10月8日～21
日。
『イングリッド・バーグマン

愛

に生きた女優 』
『 アスファルト』
『 イレ
ブン・ミニッツ 』… 1 0 月1 5日～2 8
日。
『健さん』…10月22日～28日。

（1通２人まで）
で。
［抽選］

区役所高齢・障害課
☎965-5159、

区 版 あさお

No.1146

02

在学の小学3～中学3年生、 20人。

おとなりさんは外国人
区内在住の外国人の目に映る日本

2,500円
（保険料含む）
。

10月31日

文化の話。11月5日㈯10時～12時。

までに電話かFAX
（学校名、学年、年

同館第1会議室で。 40人。

齢も記入）
で。
［抽選］

10月

19日9時から直接か電話で。
［先着順］

麻生市民館岡上分館
☎988-0268、

986-0472

みんなでつくるカフェコンサート

麻生区社会福祉協議会
☎952-5500、

952-1424

講演会ボランタリーライフのすすめ
ソーシャルな暮らしで結ばれる人と

音楽とお茶で交流しませんか。 10

人、人と地域の
「縁」
とは？ 10月29日

月29日㈯14時～
（13時半開場）
。同

㈯10時～
（9時半開場）
。 区役所第１

館体育室で。当日直接。

会議室で。当日先着100人。講師：興

麻生図書館

965-5206

麻生区地域自立支援協議会研修会

10月1日号

☎951-1305、

952-2748

梠寛氏
（昭和女子大学教授）
。
移送サービス運転ボランティア養成講習
12月3日㈯10時～16時半、 4日

『 グッバイ、 サマー 』… 1 0 月2 2日

「支えあう まちづくり」
をテーマにし

～11月6日。
『シーモアさんと、 大

た研修会。11月4日㈮9時半～12時。

人のための人生入門 』…10月29日

区役所会議室で。 100人。

10

館で。３歳から小学３年生の子ども８０

3,000円。

～11月18日。 ※日曜最終回と月曜

月28日
（必着）
までにFAXかメールで

人
（就学前の子どもは要保護者同伴。

FAXで宮前区社会福祉協議会☎856-

（祝日の 場 合 翌日に振 替）は休 映 。

あさお基幹相談支援センター☎299-

保護者の同伴は子ども１人につき１人

5500、

8895、

まで）
。

アルテリオ小劇場上演情報
◎夏の夜の夢（作：W.シェイクスピ
ア、 翻訳：松岡和子、 演出：河田園
子）
…10月15日㈯～23日㈰14時開演
（ただし15日、 20日は19時開演）。
※19日はアフタートークあり。シェイ
クスピア没後400年に贈る喜劇の傑
作を、ハープの生演奏を交えて上演。

299-8896、

asao-

kssc@nifty.com［抽選］

区役所地域ケア推進担当
☎965-5303、

965-5169

第３回 赤ちゃん学講座
―赤ちゃんの「空気を読む力」の科学―
役所で。 乳幼児の保護者・妊娠中の

開演。 出演：古今亭菊之丞、初音家

人とそのパートナーなど80人。講師：

左橋他。 仲入りでは演者からのプレ

宮崎美智子氏
（大妻女子大学専任講

ゼントが当たる抽選会を行います。

師）
。

10月29日～29年2月4日の土曜と
上映日2月19日㈰、全10回。

10

月17日
（消印有効）
までに往復ハガキ
で。
［ 抽選］
。応募方法・応募条件など
の詳細は、同館で配布中のチラシを
ご確認ください。

10月17日から区ホームペー

ジか子どもの年齢も記入しFAXで。
［先着順］

区役所保育所等・地域連携
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5220、 965-5207

新米パパ&マタニティの育児講座

区役所地域振興課
〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5116、 965-5201
73tisin@city.kawasaki.jp

「忘れない～明日に向かって
Ｓince 3・11合唱団」団員募集！！

助産師・先輩の子育て談義と子ども
の関わり
（ベビーマッサージ）
。 11月

子どもが生まれる男性、０歳の子ども

麻生市民館
☎951-1300、

951-1650

大人の寺子屋フェスタ

❺29年1月7日㈯。 ❶❸❹❺…市民

しくは10月9日から案内を同館で配

館で❷…麻生市民交流館やまゆりで。

布。 11月3日㈷❶10時～11時半❷

保険料など500円。各パート若干名。

12時～13時半❸14時～15時半。同

FAX、メールで。
［事前申込制］
麻生菊花大会
（菊花展示）
麻生菊花会のメンバーが丹精込め
て育てた菊の花を展示します。菊花会

954-6463

音楽交流サロン奏
10月27日、11月10日、24日の木

す。 11月5日㈯ 9時半～12時。 王禅
寺ふるさと公園内東屋集合。

日
（必着）
までに
「王禅寺ふるさと公園参
加」
も記入しハガキで。
［事前申込制］

麻生老人福祉センター
（麻生いきいきセンター）

曜、13時半～15時(開場13時)。 同

☎966-1549、

学園で。当日直接
（団体は事前連絡が

いずれも同センターで。

必要）
。

11月2

966-8956

歌声ひろば

市文化財団
新百合21ホール
☎952-5000、 952-1350

こどものための狂言教室
基礎から演じるまでを学びます。

懐かしい曲をみんなで歌います。
11月17日㈭13時～15時半。市内在
住60歳以上、180人。

10月17日

から直接か電話で。
［先着順］
おたっしゃ茶飲み会
今から注意したい感染症と予防方

17日から直接か電話で。
［先着順］

英語で絵本、フラ、焼き物など。詳

当日までに電話、

☎954-5011、

王禅寺ふるさと公園で里山整備をしま

回。 新百合21ホールで。 市内在住・

月26日㈪ ❹29年1月6日㈮。本番…

10月24日㈪14時～16時。 区役

川崎授産学園

かわさきの森づくり参加者募集

ターみなみゆりがおかで。これから

を歌う人を募集します。 詳しい応募

所第４会議室で。

11月１日10時から直接。
［先着順］

〒211-0052中原区等々力3-12
☎711-6631、 722-8410

内在住60歳以上、 40人。

ムページか往復ハガキで。
［抽選］

ゼロエネルギー住宅の体験談と
太陽光発電説明会

市民館で。200人。講師：小澤俊夫氏。

市公園緑地協会

春休みの平日、10時～12時、全13

トのステージで、
「ふるさと」
などの曲

入し往復ハガキで。
［抽選］

12月8日㈭13時半～15時半。麻生

852-4955。
［抽選］

12時、全2回。地域子育て支援セン

程度。 11月2日
（必着）
までに区ホー

10月25日
（必着）
までにパートも記

読み聞かせボランティアの
スキルアップのための講座

11月2日までに電話か

法。11月18日㈮13時半～15時。市

開催する、あさお芸術のまちコンサー

❶11月19日㈯ ❷12月11日㈰❸12

着順］

やまえで。 活 動を希 望する3 0 人 。

12月25日～29年4月2日の土・日曜と

を持つ男性とそのパートナー、40人

チラシをご覧ください。 練習など…

11月２日10時から直接。
［先

㈰9時半～16時50分。 福祉パルみ

19日㈯、29年2月18日㈯、10時～

29年1月7日㈯に市民館大ホールで

条件や時間は区役所などで配布中の

11月22日㈫15時半～17時。市民

11月25日㈮10時～11時半。 区

◎しんゆり寄席…10月29日㈯14時

3分間ビデオ制作入門講座2016

ひとみ座とふろん太くんの人形劇と工作

館で。 内容により実費負担あり。
当日直接か10月18日9時から電話で。
［先着順］
戦争体験を記録する
あなたの戦争体験を振り返り、講
師と一緒に映像作品にしませんか。
11月10日～12月15日の木曜と29年
1月28日㈯、9時半～11時半。同館
で。10人。

10月15日10時から直

接か電話で。
［先着順］

保健福祉
センター

10月

：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）

事業名
内容・日時
（当日受付時間）
・対象・費用他
認
知
症 認知症の人やその家族を地域で温かく見守る応援
サ ポ ー タ ー 者の養成講座。❶10/28㈮14：00～15：30❷12/2
10/17から電
養 成 講 座 ㈮10：00～11：30。区役所会議室で。各日60人
離乳食の進め方についての話。❶11/11㈮❷ 話か希望日程
離 乳 食 教 室 11/25㈮、9：15～9：30。個別相談あり。５～ も記入しFAX
［先着順］
ス テ ッ プ １ ７カ月の乳児の保護者、30人。母子健康手帳、 で。
地域支援担当
筆記用具持参。※要予約
歯科健診と歯科相談。11/10㈭❶9:00～9：15 ☎965-5160
1
歳
児（8:45～）
❷10:00～10：15
（9:45～）
。1歳3カ月
965-5169
歯 科 健 診 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。※要予約
更年期・思春期・産前産後など、女性特有の悩み
10/17から電
女 性 コ ー ナ ー を産婦人科医に相談できます。11/22㈫9:30
話で。
［先着順］
～10:30。4人。※要予約
地域支援担当
健康づくり講演会 膵臓がんの早期発見と治療についての講演会。講
☎965-5234
『 膵 臓 が ん ～ 早 師：田辺義明氏
（新百合ケ丘総合病院消化器外科部
965-5169
期発見と治療～』長）
。11/16㈬14：00～15：30
（13：30）
。100人
生 活 習 慣 病 ・ 保健師・栄養士・歯科衛生士による健康相談。 10/26から電
禁 煙 相 談 11/10㈭13：30～14：50。※要予約
話で。
［先着順］
地域支援担当
介護者の座談会・学習会。11/30㈬13：15～15：30。 ☎965-5157
認知症介護教室
965-5169
認知症の家族を介護する介護者、認知症高齢者

会場は特に記載のない限り保健福祉センター。車での来場はご遠慮ください。

