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夏休みには、子どもも大人も楽しめるイベントが盛りだくさん！この機会に参加してみませんか。

こども映画大学～夏休み映画づくり～

夏休みファミリー体験学習ｉ
ｎ鶴見川

日本映画大学白山キャンパスで、映画のシナリオ作りから編集まで、本

おんまわし

恩廻公園調節池の地下トンネルを見学

物の映画作りにチャレンジしてみませんか。最終日はイオンシネマで上映会！

し、鶴見川で生き物を観察します。夏休

日時 ８月16日㈬、17日㈭９時半～17

みの思い出づくりや、自由研究に子ども

時、18日㈮10時～16時、19日

と一緒にぜひ参加してください。

㈯９時～11時

日時 ８月５日㈯９時～12時
（荒天中止）

場所 日本映画大学白山キャンパス
（白

場所 恩廻公園調節池
（下麻生3-1-1）
、鶴見川流域

山2-1-1）
、イオンシネマ新百合ケ

対象 区内在住・在学の小学３～中学３年生までの子どもと保護者

丘
（上麻生1-19-1）

定員 30組60人
７月６日
（必着）
までに区ホームページか往復ハガキ
（全員の氏名・ふりが
な、住所、電話番号、学校名、学年を記入）
で〒215-8570麻生区役所地
域ケア推進担当
「鶴見川」
☎965-5303、

965-5169。
［抽選］

対象・定員 全日参加できる区内在住・在学の小学４～６年生。40人
７月20日
（必着）
までに区ホームページか往復ハガキ
（氏名・ふりがな、
保護者氏名、住所、電話番号、学校名、学年、どんな映画を作りたいか
を記入）
で〒215-8570麻生区役所地域ケア推進担当
「こども映画大学」
☎
965-5303、

キッズアート田園
「つくろう！みんなの夢の王国」

「GO・GOキッズ～もうすぐいちねんせい～」
参加者募集！

子ども達がそれぞれ持っている夢や憧れを、

サークル

世界中のいろいろなリズム楽器を使い、みんなで輪になって即興で楽しむ

田園調布学園大学の先生や学生と一緒に、土

音楽クリエーション。親子や友達とすてきなリズムでつながります。

特有の性質を五感で感じ楽しみながら土ねん

日時 ７月29日㈯10時～11時半
（受け付け９時半）

どで表現してみませんか。

場所 王禅寺中央小学校交流棟
（王禅寺東4-14-1）

日時 ８月４日㈮10時～12時
（受け付け９時45分）

対象 30年度小学校入学予定児
（区内在住で23年4月

場所 田園調布学園大学１号館２階 造形アトリエ

2日〜24年4月1日生まれの子ども。入学予定学

なかはらあつのり

指導 中原篤徳氏
（田園調布学園大学子ども未来学部准教授）

区は問いません）
と保護者

対象・定員 区内在住の２歳～就学前の子どもと保護者20組 40人程度
７月14日
（必着）
までに区ホームページか往復ハガキ
（全員の氏名・
ふりがな、住所、電話番号、子どもの年齢、来場手段
［バス・自家用車・
自転車・徒歩・その他］
を記入）
で〒215-8570麻生区役所保育所等・地域
連携
「キッズアート田園」
☎965-5226、

第35回
あさお区民まつり

965-5207。
［抽選］

舞台参加者募集！

❶野外ステージ
（ステージの形態は、変更する場合があ

出演場所

ります）
または❷市民館舞台のどちらか一つ
（いずれも20団体前後）
対象

区内在住・在勤・在学の団体、サークル、 個人
（宗教、

※飲み物を持参してください
７月14日
（必着）
までに区ホームページか往復ハガキ
（全員の氏名・ふりが
な、住所、電話番号、子どもの年齢を記入）
で〒215-8570麻生区役所保

麻生ヤマユリ植栽普及会では、ヤマユリの開花に
合わせて花の展示とパネル展を開催します。区の花
ヤマユリを身近に感じて、かつて麻生区一帯に咲き
誇っていたヤマユリの魅力をこの機会に堪能してみませんか。
期間 ６月26日～７月7日 ※開花状況により変更の可能性があります
場所 区役所ロビー
区役所地域振興課☎965-5370、

次の全てを満たすこと

要しない

965-5201

土砂災害・浸水に対する備えを！

⃝大掛かりな舞台装置、機材、楽器などが不要で、準備に時間を

これからの梅雨期は風水害の危険性が

⃝必要機材、楽器などを用意
（搬入、搬出を含む）
できる

高まります。 特に麻生区は市内で土砂災

⃝説明会に出席できる
⃝その他、参加応募要領に記載のとおり
６月30日
（必着）
までに担当課で配布中の参加申込書に必要
事項を記入し直接❶区役所児童家庭課
（野外ステージ）☎9655143、 965-5206❷区役所生涯学習支援課
（市民館舞台）
☎9511300、

965-5207。
［抽選］

区の花ヤマユリ展示会

政治に関わるものは除く）
参加条件

定員 40組

育所等・地域連携
「GO・GOキッズ」
☎965-5220、

10月８日㈰に区役所で開催する区民まつりの舞台参加者を募集し
ます。

965-5169。
［抽選］

951-1650。
［抽選］

大雨対策として次のことに注意しましょう

⃝排水ます、U字側溝の点検
害警戒区域が最も多く分布しています。 ⃝擁壁
（土留め）
の点検
土砂災害ハザードマップ麻生区版
（区役所 ⃝気象情報
（特に注意報、警報）
に注意

で配布中）
で、自宅周辺の土砂災害警戒
区域をあらためて確認してください。
区役所危機管理担当☎965-5115、

⃝避難に備え、非常時の持ち出し品と避
難所の確認
965-5201

（平成29年5月1日現在）

17万7,155人
7万5,802世帯
７月は第 2 月曜、8 月は第 3 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

2017（平成29）年

6月1日号

参加者募集

子育てボランティア登録票
（区役

高齢者施設で子どもの発達に合わせたムーブメント遊具を使い、

工作、リトミックなどの特技を生かし、 所で配布中、区ホームページからダウ

体を動かしたり、歌を楽しんだりして遊びます。楽しく多世代交流

地域の子育てグループなどの活動を支

ンロードも可）
を郵 送 かFAXで〒215-

援する
「子育てボランティア」
に参加して

0031麻 生区 栗 平2-3-11ベルヴィル2

みませんか。経験に合わせた支援活動

階ICT教 育 総 合 研 究 所 ☎980-1341、

ができます。※利用会員
（子育てグルー

980-1251

プ）
も随時募集しています。

区 役 所 地 域ケア推 進 担 当 ☎965-

詳細は

5303、

麻生区子育て人材バンク 検索

02

ムーブメントであそぼう！

地域の子育てグループなどの活動を支援する
「子育てボランティア」に参加してみませんか。
保育の経験や読み聞かせ、手遊び、

区 版 あさお

No.1162

を深めませんか。※飲み物を持参してください。
ヴィラージュ虹ケ丘
日時 ７月５日㈬10時～11時
（受け付け９時45分）
場所 ヴィラージュ虹ケ丘地域交流スペース
（虹ケ丘こども文化セ
ンター隣）

965-5169

対象・定員 就学前の子どもと保護者15組30人程度
６月15日から電話で虹ケ丘こども文化センター☎987-3654。
［先着順］

29年度市民提案型協働事業が決まりました

ニチイホーム栗平
日時 ７月24日㈪10時～11時
（受け付け９時45分）

区では地域団体の提案を受け、地域課題に協働で取り組んでいます。今年度、
4つの事業が選考により決定しました。詳細は、区ホームページをご覧ください。
わ だ こ

場所 ニチイホーム栗平
（栗平1-11-1）

た こ あ

⃝伝承遊びで街おこし～和凧つくりと凧揚げ大会～
［継続］

対象・定員 就学前の子どもと保護者10組20人程度

⃝第2期・超高齢団地の“支え合い”立ち上げ事業
［継続］

6月15日から区ホームページか

⃝地域の茶の間・ゆりっぴい広場で

電話で区役所保育所等・地域連携

多世代交流
［新規］

☎965-5220。[先着順]

⃝未来につなぐ資源循環
［新規］

区役所保育所等・地域連携

区役所企画課
☎965-5112、

☎965-5220、

965-5200
７月７日。
『娘よ』
…７月１日～14日。※日

区のお知らせ

申し込み方法は市版5面参照

アートセンター
☎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

965-5207

15日から直接か電話で。
［先着順］

曜最終回、月曜は休映
（祝日の場合翌

介護予防教室 骨盤姿勢体操全7回

10分~。いずれも絵本コーナーで。

日に振り替え）
。

７月28日、８月４日、18日、９月１日、

当日先着20人。

８日、22日、29日の 金 曜、13時 半

区役所地域振興課

～15時半、 全７回。 市内在住の60

〒215-8570麻生区万福寺1-5-1
☎965-5370、 965-5201

あさお自然エネルギー学校
「電気・ガスの自由化と自然エネルギー」

◎しんゆりジャズスクエア…６月23

新電力4社が参加し、電力の選び

日㈮19時開演。野口久和ザ・ビッグバ

方について話を聞きます。７月１日㈯

ンドがアートセンター開館10周年を彩

13時半～16時
（開場13時）
。 区役所

ります。スイングや映画音楽の名曲を

第３会議室で。当日先着50人。

歳以上、30人。 ７月７日
（必着）
まで
にハガキ持参か往復ハガキで。
［抽選］

麻生図書館・柿生分館
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)

ビッグバンドでゴージャスに！

6月21日~7月12日 の 水 曜。3・4

◎しんゆり寄席…７月22日㈯14時

歳は14時 半~。5歳 以 上は15時~。

開演。出演：初音家左橋他。演者から

2歳は6月28日と7月12日の10時 半

のプレゼントが当たる抽選会や演者と

~。 いずれも図書館集会室で。 当日

の交流会も開催。

先着30人。

アルテリオ映像館上映情報

☎951-1300、

6月21日~7月12日 の 水 曜。3~5

951-1650

大人の文化祭 区民講師募集
趣味や教養、技術など幅広い分野
の区民講師を募集します。11月３日㈷
10時～15時半の１コマ90分。

詳

細は市民館で配布中の案内をご覧くだ

『ターシャ
・テューダー

静かな水の

さい。
［選考］

麻生老人福祉センター
（麻生いきいきセンター）

物語』
『マンチェスター・バイ・ザ・シー』
『幸

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

せなひとりぼっち』
『人生タクシー』
…６

いずれも同センターで。運動できる

月10日～23日。
『ジキー・スターダスト』

服装、運動用室内履き、飲み物、タ

…６月17日～23日。
『ドント
・ルック・バッ

オル持参。

保健福祉
センター

￥

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

音楽交流サロン奏
合唱やコンサート、市民企画で一
緒に楽しみませんか。6月22日、7月
13日、27日の木曜、13時45分~15
時(開 場13時)。 当日直 接
（団 体は事
前連絡必要）
。

多摩生活環境事業所
☎933-4111、

934-8550

区役所で古着を回収します
6月17日、7月1日の土曜、9時半

おはなし会(柿生分館)

麻生市民館

『幸せなひとりぼっち』
ⓒTre Vänner Produktion AB.All rights
reserved.

歳 は14時45分~、6歳 以 上 は15時

~15時半。 区役所駐車場横
（時計台
前）
で。

：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。7/13㈭❶9：15～
（9：00～）
1
歳
児 ❷10：15～
（10：00～）
。１歳３カ月未満で歯につ
歯 科 健 診 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
ス マ イ ル
歯みがき教室
離乳食教室
ステップ１

6/21から
電話で。
［先着順］
ブラッシング実習と歯科相談。7/12
（水）
9：15～10：
地域支援担当
30。就学前の子どもと保護者、15組。※要予約
☎965-5160
離乳食の進め方についての話と個別相談。❶
965-5169
7/14㈮❷7/28㈮、9：30～ (9：15～ )。５～７カ
月の子どもの保護者30人。母子健康手帳、筆記用
具を持参。※要予約

ク』
…６月24日～30日。
『ぼくと魔法の

おたっしゃ茶のみ会

言葉たち』
『エルミタージュ美術館 美を

「シニアリトミック体操～歌とリズムで

守る宮殿』
『メットガラ ドレスをまとった

活性化～」
７月21日㈮13時半～15時。

6/15から
介護者の座談会・学習会。7/26㈬13：30～15：30 電話で。[先着順]
認 知 症
（13：15～）
。認知症の家族を介護する介護者、認 地域支援担当
介 護 教 室
☎965-5157
知症高齢者。
965-5169

美術館』
『台北ストーリー』
…６月24日～

市内在住の60歳以上、35人。 ６月

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 。

