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退職、進学、就職などにより、４月から生活環境が変わった皆さん、この春から地域活動してみませんか。
活動したい団体を見つけるサポートをするサイトがオープンします。
市民活動団体検索サイト
【活動分野】
□健康づくり □子ども関連 □ボランティア・社会貢献
………………………………………………………………
【活動日】
□平日の日中 □平日の夜間 □土日の日中 □土日の夜間
………………………………………………………………
【会費】
□無し
□ 1000 円未満
□ 1000 円以上
………………………………………………………………
………………………………………………………………

気 軽に団体が
調べられます！
活動分野、 活動日、 費用
「麻生区市民
活動団体検索サイト」
を使ってみよう

子ども相手に
土・日でできる
活動はない
かしら

検索

など、自分の条件に合った団

検索イメージ

体の情報を調べられます。ま

た、相談窓口もあります。ぜひご活用ください。
麻生市民館☎951-1300、

951-1650

区ホームページから

麻生区市民活動団体検索サイト 検索

高齢者施設で
演奏できたぞ

施設での
楽しみが
増えたわ

おもちゃ作りの
活動を始め
られたわ

市 民 活 動 、 ボランティア活動、
趣 味や仲 間づくりまで相談に乗ります

友達といっしょに
いられる場所が
できて良かった

場所 麻生市民交流館やまゆり
日時 毎週火・木曜、13時半～16時半 
☎

272-7601

場所 麻生市民館
日時 毎週水曜、10時～12時・13時～15時 
☎951-1300、

951-1650

場所 麻生区社会福祉協議会
（新百合21ビル1階）
日時 毎月第1・2・3火曜、13時～15時 
☎952-5500、

952-1424

※いずれも祝日、年末年始は休み

地域包括ケアシステム講演会
～地域づくりに役立つヒントを教えます～
麻生区は比較的転出入が多く、高齢化率も高い地区
です。そのような地域での支え合い構築に役立つ講演
と、団体の活動紹介をとおして、地域の特性を活かし

4月から9月に初めて出産される人対象の

「新米パパ＆マタニティのための連続講座」参加者募集
初めて子どもを持つパパ・ママを応援します！
日時 ＜1回目＞ ５月２７日㈯１０時～１２時

助産師の話、先輩パパの子育て体験談

＜2回目＞ １０月２８日㈯１０時～１２時 育児講座、ベビーマッサージ

た支え合いの地域づくりについて一緒に考えます。

場所 地域子育て支援センターみなみゆりがおか

日時 ５月２７日㈯１０時～１２時

対象 4月～9月に初めてパパになる人とそのパートナー 定員 全回参加できる人20組程度

場所 麻生区役所第１会議室 定員 １００人
内容 中澤伸氏
（川崎聖風福祉会事業推進部長）
による
講演と地域で活動する団体の紹介

5月8日までに区ホームページ、または往復ハガキ
（参加者全員の氏名
（ふり
がな）
、住所、電話番号、開催日当日の妊娠週数または子どもの月齢、助産師
への質問を記入）
で〒215-8570麻生区役所保育所等・地域連携｢新米パパ＆マタ

4月１7日から電話、ＦＡＸ
（住所、氏名、年齢、電

ニティのための連続講座｣係☎965-5220、

965-5207。
［抽選］

話番号を記入）
、区ホームページで区役所地域支援担
当☎965-5234、

965-5169。
［先着順］

麻生区のガイドマップが新しくなりました !
区内の公的機関や各種施設
などの情報を盛り込んだ地図
です。 区役所、市民館、図書
館などで配布していますのでご
活用ください。
区役所地域振興課
☎965-5116、

965-5201

「旧黒川村の歴史散策」

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一緒に巡ります。
日時 5月10日㈬13時15分～16時半ごろ
（小雨決行） 集合場所 はるひ野駅
コース
（約4.8km） はるひ野駅～よこやまの道～黒川高区配水所～毘沙門堂～石造物～柿生発
電所～汁守神社～セレサモス～西光寺～黒川駅
（解散）
定員 30人 費用 500円
（資料代・保険料）
4月26日
（消印有効）
までに往復ハガキ
（1通2人まで）
に
「第２回麻生の歴史散策」
、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、 965-5201。
［抽選］
※麻生観光協会のホームページからも申し込めます
（平成29年3月1日現在）

17 万6,439 人
7 万5,030 世帯
5 月は第 2 木曜に、6 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。
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すこやか・支え合いまちづくり事業
区では、誰もが住みやすいまちを目指し、
地域の特性を活かした事業を行っています。
区 役 所 企 画 課 ☎965-5112、

965-

5200

地域包括ケアシステムの推進に向けた多世代

農と環境を活かした
まちづくり事業

交流事業、シンポジウムの開催、物品の貸し出

しなどによる地域活動の支援、 公園を拠点にした健康体操・健康

約 652万円

ウオークの普及による高齢者の健康づくりなど。

農業資 源や緑 地などを

芸術・文化のまちづくり事業

活用した地域 活性化 や地

約1,519万円

安全・安心まちづくり事業

域交流の推進、里地・里山
の保全や魅力をテーマにし

芸術文化団体と連携し
た情報発信、団体間の情報共有や連
携の推進、市民との協働による
「麻生
音楽祭」
や
「あさお芸術のまちコンサー
ト」
などの開催、区特有の伝統文化の
魅力を活かしたイベントの開催など。

約357万円

約699万円
災害に対する自助・共助
（互助）
の促

た講座やイベントなどの開
催、 地球温 暖化対 策や自

進に向けた自主防災組織などの区民
による実践的な訓練の実施、地域の

然エネルギーについての講
座の開催など。

安全・安心まちづくりの
支援、スケアードスト

500万円

をこなして心は楽しく認知症を予防し

ルクロード』
…5月6日～12日。
『汚れた

ましょう。 毎月１回、第４月曜の午後

合唱やコンサート、市民企画で一緒

ミルク／あるセールスマンの告発』
…5

に実施します。 初回：4月24日㈪13

に楽しみませんか。4月27日㈭、5月

月6日～5月19日。
※日曜最終回と月曜

時半～15時。市内在住で６０才以上。

11日 ㈭、13時45分 ～15時(開 場13

当日直接。体育館履き、飲み物持参。

時)。当日直接
（団体は事前連絡必要）
。

（祝日の場合翌日に振替）
は休映。

おたっしゃ茶飲み会
「ストレッチで身体を柔らかく！」
在住で60歳以上、35人。

みんげい

◎劇団民 藝『 アンネの日記 プロ

演出：丹野郁弓／出演：千葉茂則、白
石珠江、八木橋里紗他。◎ポカラの
会
『無伴奏デクノボー奏鳴曲2016 宮
沢賢治の夢のかけら』…５月４日㈷14
時開演。 チェロの生演奏と人形劇も
楽しめる、賢治とゴーシュ、二人の物
語。 作・演出：ふじたあさや／出演：松
本英司、まつもとぎんこ。◎人形劇

『わたしは、ダニエル・ブレイク』
©Sixteen Tyne Limited, Why Not
Productions, Wild Bunch, Les Films du
Fleuve,British Broadcasting Corporation,
France 2 Cinéma and The British Film
Institute 2016

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
6月3日㈯に開 催するふれあい バ

５月６日㈯❶11時❷14時開演。 銭湯

ザーの用品の寄贈をお願いします。日

に行った太郎の長～い冒険？大阪弁

用品、雑貨、食器、衣類
（新品かクリー

の笑い笑いのナンセンスな人形劇！ 原

ニング済みのものに限る）
など。スーツ、

作：岡田よしたか／脚色：松本則子／演

古本、家電、古布団、ぬいぐるみは

出：西村和子／出演：奥洞昇他。

ご遠慮ください。 ５月１日から直接。

『エリザ のために』…4月15日～4
月21日。
『アルテリッカしんゆり2017
【日本 映 画 大 学シネマ列 伝Vol.4】』

介護予防教室
セラバンド体操７回シリーズ
5月19日 〜7月7日 の 金 曜
（6月2日
を除く）
、10時～12時。 市内在住で

…4月22日～28日。
『カトマンズに散

60歳以上、12人。

る花』…4月28日。
『世 界でいちばん

ハガキ持参か往復ハガキで。
［抽選］

美しい村』
『牯嶺街
（クーリンチェ）
少年
殺人事件』…4月29日〜5月5日。
『わ
たしは、ダニエル・ブレイク』…4月29

５月１日までに

動いて笑って！
頭いきいき健康教室
体を動かしながら遊び感覚の課題

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)

川崎授産学園

団クラルテ
『おーいペンギンさーん』
…

アルテリオ映像館上映情報

4月17

日から直接か電話で。
［先着順］

ローグとエピローグのある二幕』… ４

音楽交流サロン奏

麻生図書館・柿生分館

5月12日㈮13時半～15時。 市内

アルテリオ小劇場上演情報

絶望の中夢と希望を綴った物語。訳・

かなで

日～5月12日。
『ヨーヨー・マと旅するシ

詳細はお問い合わせください。

チスから逃れるアンネ・フランクが、

もの学習支援など。

へつなげる仕組みづくりの推進など。

職員の接遇研修や庁舎環境の整備による窓口サービスの充実・改善など。

月29日㈷～５月１日㈪14時開演。 ナ

外国籍などの子ど

を発掘・育成し、市民活動・地域活動

約698 万円

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

てフェスタ」
の開催、

り」
を利用した市民活動支援
の促進、地域の担い手である町内会・
自治会が行う事業の支援、地域人材

ちづくりの推進など。

アートセンター

学習、
「あさお子育

「麻生 市民交 流館やまゆ

た魅力あるスポーツのま

申し込み方法は市版5面参照

者向けの講座・体験

約1,530万円

運営支援事業などを通じ

区のお知らせ

した子どもと保 護

コミュニティづくり事業

ロードの活用、総合型地域スポーツクラブ

その他

区内の大学と連携

約266万円
区民スポーツ大会の支援、スポーツ・健康

子育て支援情報
ループなどの支援、

安全教育など。

スポーツのまち麻生推進事業

約734万円
の発信や子育てグ

レート方式による交通

区の新たな
課題即応事業費

総合的な
子ども・子育て
支援事業

〒215-0001麻生区細山1209
☎954-5011、 954-6463

4月19日、26日、5月10日の水曜。
3・4歳は14時半～。5歳以上は15時～。
2歳は4月26日と5月10日の10時半～。
いずれも図書館集会室で。 当日先着

いずれも同学園で。

30人。

よりそい地域おこし講座
『歌って地域を奏でよう♪』

おはなし会(柿生分館)

専門講師によるコーラス指導と障害

❶4月19日、26日、5月10日の水

者との触れ合い、音楽交流サロン奏

曜。3～5歳 は14時45分 ～、6歳 以

かなで

への 出 演など。5月11日、25日、6

上は15時10分～。 ❷5月3日㈷。１
・

月8日の木曜、10時～12時と6月22

２歳は10時半～10時40分、３～５歳

日㈭10時～15時。20人。

5月8日

は10時45分～11時5分、６歳以上は

までに直接、電話、
ＦＡＸ、
メールで。[抽

11時10分～11時40分。いずれも絵

選]

本コーナーで。当日先着20人。

保健福祉
センター

：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）
・対象他
歯科健診と歯科相談。5/11㈭❶9:15～（9:00～）
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。
4/17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。5/10㈬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
☎965-5160
離乳食の進め方についての話と個別相談。❶5/12
965-5169
離 乳 食 教 室 ㈮❷5/26㈮、9:30～
（9:15～）
。５～７カ月の子ど
ス テ ッ プ １ もの保護者30人。母子健康手帳、筆記用具を持参。
※要予約
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 。

