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親子体験　　　　ガイド

知る

麻生区の移り変わり
ここでは、麻生の魅力を実感できる様々な冊子を紹介。

あさお
あさお楽しむ

Asao

春 夏 秋 冬

Hometown Project

麻生区の魅力

1986年の新百合ヶ丘駅南口

1993年の新百合ヶ丘駅南口
ペデストリアンデッキ

1953年、畑にお父さんを迎えに行った
東林寺辺りの坂道

1965年の柿生小学校黒川分校

計画的なまちづくりにより
駅前も整備された

黒川青少年野外活動
センターとなっている

駅前では、年８回
マルシェが開催される

白根の田んぼはなくなり
坂の周辺は住宅地になる

【都心近くの自然と農が残るまち】

◉自然が多く、田んぼや畑、なつかしい里山の風景が残っています。

◉いつでも地元産の新鮮な野菜を食べることができます。

【芸術・文化のまち】

◉さまざまな芸術や文化活動が日々行われ、身近なところで

本物の芸術を楽しむことができます。

◉昭和音楽大学や日本映画大学などがあり、アーティストをめ

ざす人たちが集まっています。

◉体験型のイベントなどで、芸術・文化に触れあえます。

【市民活動が盛んなまち】

◉市民のまちづくり参加への意識が高く、ボランティア・

市民活動が盛んです。

◉緑が多く残っていることや、芸術に関わる活動が盛んなのは、

市民活動の取り組みによるところが大きいといえます。

◉市民活動による地域交流イベントなどが各地で行われています。

【魅力を身近に感じ、参加できるまち】

◉だれもが参加できる魅力的なイベントが身近にあります。

◉子どもたちが健やかに育つ魅力あるまちです。

自然と農、芸術・文化、市民活動が身近に感じられる麻生区

The charm of Asao The Change of Asao 

現在！

現在！

現在！

現在！

麻生区の魅力満載！

冊子のご案内

川崎散歩ゆるり旅＜ガイドマップ＞

ふるさとの小径～花と緑と史跡を訪ねて～
身近な自然とふれあいながら遺跡・史跡の
歴史的資源をめぐるガイドマップ。
麻生区の柿生や多摩美のコースも掲載され
ています。

発行：
川崎市建設緑政局 緑政部 みどりの協働推進課
TEL.044-200-2380

かわさきのミュージアム　2019年度版

親子でぜひ訪れたい市内のミュージアムを
紹介。麻生区内や周辺でも親子で学びや体
験ができます。

発行：
川崎市教育委員会事務局 生涯学習部文化財課
TEL.044-200-3305

きゅっとハグあさお　麻生区子育てガイドブック

麻生区で子育てをする方への情報が満載。
制度や窓口相談、サポート情報の他、親子
でお出かけできるスポットなども紹介してい
ます。巻末にはちびっこおでかけMAPも付
いています。

発行：
麻生区役所 地域ケア推進課
TEL.044-965-5303

麻生の魅力＜麻生観光ガイドブック＞

麻生区の魅力が満載の観光ガイドブック。
「見る」「集う」「憩う」「買う」「食べる」項目
を地域ごとにまとめた内容で2年ごとに更
新発行されています。

発行：
麻生区役所 地域振興課
TEL.044-965-5113

川崎・しんゆり芸術祭
アルテリッカしんゆり2020 総合パンフレット

新百合ヶ丘エリアなど毎年4月から5月に
かけて、音楽、映画、演劇、伝統芸能など
様々な分野の催しをそろえた芸術祭を詳し
く紹介しています。

発行：
川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）実行委員会
TEL.044-952-5024

あさお市民活動レポート「あさおナビ2019」

麻生区は市民活動が盛んなまち。多様な
分野の活動団体を紹介。多くの市民団体が
活動しています。
市民活動に興味を持ったら手に取ってみて
ください。

発行：麻生区役所 地域振興課
認定NPO法人あさお市民活動サポートセンター
TEL.044-951-6321

わたしのまちのホッとする風景 記録集

「わたしのまちのホッとする風景写真展 今
編・昔編」が2月から3月にかけて麻生市民
館のオープンスペースで行われ、応募全写
真を掲載した記録集を発行しています。

発行：
里山フォーラムin麻生/麻生区役所 生涯学習支援課
TEL.044-951-1300

里山フォーラムin麻生 資料集

里山フォーラムは毎年行われ、フォーラム資
料集には区内の小学校の取り組みや参加団
体の活動を紹介しています。
魅力的な取組み満載です。その活動の背景
まで分かるお役立ち情報に出会えます。

発行：
里山フォーラムin麻生/麻生区役所 生涯学習支援課
TEL.044-951-1300

2019年度麻生区市民提案型協働事業　発行：ホームタウンプロジェクトあさお（２０２０年３月発行）　問合せ先：麻生区役所 企画課　TEL.044-965-5112
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麻生区の
桜を楽しもう！

あさお里山
こどもクラブ

GW黒川満喫プログラム
～ドラム缶ピザ焼き体験～

川崎・しんゆり芸術祭
（アルテリッカしんゆり）

納涼盆踊り
夏祭り 麻生音楽祭 あさお

子育てフェスタ
麻生区
文化協会文化祭

あさお区民まつり あさお福祉まつり 青玄まつり 黒川の
おもちつき

どんど焼き だるま市 子ども会まつり
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麻生の味覚を
楽しもう！
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地産地消の
親子料理教室9 KAWASAKIしんゆり映画祭

野外上映会10

麻生区文化協会主催

夏休み 親子教室11

12 13 14 15 20 21 22

kirara@
アートしんゆり

23

麻生区文化協会主催

あさお古風七草粥の会24 25

劇団民藝の
おはなし会

子どもが作る町
「ミニたまゆり」26 27

神輿16 禅寺丸柿まつり17

あさお
わくわくウォーク18 しんゆり

ハロウィンパレード19

7 8

麻生区で育て、搾油したなたね油と地場野菜を使っ
た親子料理教室を実施。地域内資源をリサイクル
する活動を進める団体が主催。

小学生の皆さん、夏休みに文化・芸術や自然科学など直接体験を通して楽しく学んでみませんか！文化協会
の会員がそれぞれの専門性を生かし、講師を担当します。子どもたちが「伝統文化への親しみと理解」「自然
科学への興味や関心」への学びを通して、国際社会で活躍できる人材育成の一助となることを願い、2003
年度から開催しています。※夏休み前に区内の各小学校から全校生に配布されますのでご参加ください。

◉かわさきかえるプロジェクト
　 044-299-6460 担当：林
http://kaeru.kazekusa.jp/

７月下旬・
1～2月予定

劇団民藝の俳優が読むおはなし会です。知っているお
はなしでも俳優さんが読むと一味違った面白さがあり
ます。おはなしの合間には皆で一緒に遊びましょう。

春・夏・秋
３回予定

ところ／麻生市民館

「子育てするなら麻生区で～安心・楽しい・助
かる～」をテーマに子育て世代を応援する
体験型イベントです。

9月下旬

8月下旬

5月～１２月頃

毎年秋

11月下旬 10月末 2月

3月下旬～4月中旬

４月中旬～5月上旬

7月下旬～8月中旬

7月下旬～8月中旬

6月下旬～
7月中旬

11月中旬～2月中旬 1月7日 11時～12時半頃

10月第2日曜 １１月第２日曜（予定）

11月 10月
1 1月

12月
中旬

3月第１
日曜日
（原則）

ところ／麻生区役所・麻生市民館

ところ／麻生区黒川649-1

ところ／麻生市民館など

通年
ところ／
黒川・岡上を始め、区内各所にて

◉劇団民藝　　044-987-7711

◉麻生区役所 企画課
　 044-965-5112

区民によるパレードや、歌や演奏、演劇などの
ステージがある他、フードエリアやキッズエリ
アに多くの人が集まるイベントです。

ところ／麻生区役所・麻生文化センター

◉あさお区民まつり実行委員会
麻生区役所 地域振興課
   044-965-5113

福祉活動の紹介・発表、福祉体験、福祉施設等の物品展
示販売、飲食等コーナーを設け、福祉への理解と関心
を高め、福祉活動への参加を促進するイベントです。

ところ／麻生区役所・麻生市民館

◉麻生区役所 地域ケア推進課
    044-965-5303

区民が企画・運営に参加し、小中高校生の演
奏、ポピュラー、アンサンブル、コーラス、オー
ケストラと様々な音楽を無料で楽しめます。

ところ／麻生市民館
川崎フロンターレの選手と地域とのふれ
あいのイベントです。自然あふれる会場
です。

ところ／川崎フロンターレ麻生グラウンド・青玄寮

◉麻生区役所 地域振興課
　 044-965-5223

文化協会会員による「新しい風と創造」
をテーマにした、芸術・文化の発表会
です。随時会員募集中です。

ところ／麻生市民館　ホール・大会議室・ギャラリー
おもちつき体験のほか、むかしあそび、し
め縄飾り作り、クラフトコーナーなど家族
みんなで楽しめます。

ところ／川崎市黒川青少年野外活動センター

子どもリーダーの１年間の活動を発表
します。子どもたちが楽しい遊びを展開
しています。

ところ／麻生区役所前広場・麻生市民館

自然の中で、ドラム缶ピザ窯を使い、生地から作った焼
きたてのピザをみんなで味わいます！年間を通じてい
ろんなことをしています。ホームページをご覧下さい。

ところ／黒川青少年野外活動センター内

毎年、夏休みに親子で楽しめる映画を小学校
校庭で上映しています。

ところ／麻生区内小学校

麻生区内の神社では、汁守神社を始め
例大祭の時期に子供神輿を行う神社があり
ます。また、例大祭に合わせてイベントを行っ
ている神社もあります。

ところ／区内各所

地形の特徴だけを記した「コマ図」を頼りに
歩きます。ゲームやクイズをしながらチーム
一丸となってゴールをめざすイベントです。

ところ／麻生区内（コースにより場所が変わります）
例年10月に開催する、新百合ヶ丘商店会主催
の秋の風物詩。午前と午後合わせて約350組
の親子が新百合ヶ丘の街をパレードします。

ところ／新百合ヶ丘駅周辺
田園調布学園大学と住民による地域の子どもたちのため
に開催する「仮想の町をつくるイベント」です。町づくりや
職業体験を通じ、社会の仕組みを学ぶことが狙いです。

ところ／田園調布学園大学（麻生区東百合丘3-4-1）
ふるさと麻生の自然を親子で楽しもう！
里地里山の恵みや不思議を探検・発見します。
（麻生区内市立小学校全児童にちらしを配布）

ところ／麻生区内公園、緑地、麻生市民館ほか

◉麻生観光協会 http://asao-kankou.jp/ 
麻生区役所 地域振興課　　044-965-5113

◉アルテリッカしんゆり実行委員会事務局
　 044-952-5024

◉麻生市民館内 麻生区文化協会事務局
 　044-951-1300

黒川や岡上など、麻生区には自然と緑がたくさん残っています。その中で、柿もぎ・芋掘りやブルー
ベリー狩り・イチゴ狩りなど様々な果実や野菜を収穫体験できる場所があります。観光農園のほか、
各種もぎ取りイベントも開催されています。

ところ／麻生区内各所
麻生川周辺を始め、香林寺の枝垂れ桜、黒川
の山桜など、お花見スポット多数。麻生川で
は、「桜まつり」が毎年行われています。

ところ／麻生区を中心に、多摩区、宮前区
新百合ヶ丘駅周辺および多摩市民館、宮前市民館
で開催される総合芸術祭で、オペラ、バレエ、クラ
シック、演劇、演芸などをお楽しみいただけます。

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

1月14日前後 1月28日

10月中旬

◉麻生区町会連合会
http://www.asao-chouren.com/
麻生区役所 地域振興課　　044-965-5113

ところ／麻生区内各所
正月飾りを集めて炊き上げる、どんど焼き（せい
の神）。この火で焼いた団子を食べると、
１年間風邪をひかない、などと言われています。

◉麻生不動院　　044-966-5135

ところ／麻生不動尊
関東納めのだるま市とも呼ばれる、麻生不
動尊のだるま市。起源は明治の終わりころと
言われており、関東一円からだるまを買い求
めるお客さんでにぎわいます。
小田急小田原線・多摩線「新百合ヶ丘」駅よりバス
15分「大谷」下車徒歩8分／小田急小田原線「柿
生」駅よりバス10分「麻生不動入口」徒歩5分

◉麻生区町会連合会
http://www.asao-chouren.com/ 
麻生区役所 地域振興課　　044-965-5113

ところ／麻生区内の各自治会
夏休みの到来とともに、各自治会による趣向
を凝らした盆踊り・夏祭りが開催されます。

問
合
せ

◉柿生中央商店会
　 044-951-0843（株式会社あかもと本舗）

ところ／小田急線柿生駅南口広場
日本最古の甘柿と言われる禅寺丸柿。その収穫
シーズンに行われます。即売会や、柿の種飛ばし・
皮むき大会のほか、楽しい企画や美味しい屋台が
ぎっしり詰まったお祭りです。

ところ／麻生区役所前広場
七草粥を賞味しながら無病息災を願い邪気を払う、
新春の風物詩。1,000食のお粥を無料提供。
「かわさきかるた」のかるた取りや童謡をうたう会、
昔遊びやお囃子など、親子で楽しめるイベントが
盛りだくさん。※お粥がなくなり次第終了

問
合
せ

問
合
せ

ところ／新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ他
平成１９年（２００７年）から始まったイルミネーシ
ョンイベント。毎年駅周辺を明るく彩ります。１１
月の点灯式では地域の各種団体による音楽や歌
声の披露とセレモニーが行われます。

問
合
せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ
◉麻生市民館内 麻生区文化協会事務局
　  044-951-1300

◉川崎市黒川青少年野外活動センター
　 044-986-2511

◉麻生区こども会連合会主催
　 080-5060-7481（山崎）問合せ

問合せ 問合せ問合せ
◉麻生区役所 地域振興課
　 044-965-5370

問合せ

問合せ

問合せ

◉麻生市民館内 麻生区文化協会事務局
　  044-951-1300

問合せ
◉各町会の子供会もしくは各神社へ
　お問い合わせください。

問合せ

◉麻生区役所 地域振興課
　 044-965-5370

問合せ

◉里山フォーラムin麻生
　 044-951-1300
http://www.city.kawasaki.jp/asao/category/112-10-16-0-0-0-0-0-0-0.html

問合せ
◉川崎市黒川青少年野外活動センター
　 044-986-2511
http://www.kurokawa-yagai.com/

問合せ

◉あさおグリーンツーリズム
　 044-860-2461

問合せ

◉麻生区青少年指導員会
麻生区役所 地域振興課
　 044-965-5113

問合せ ◉新百合ヶ丘商店会
　 044-954-2555（エリアブレイン）

問合せ
◉田園調布学園大学 地域交流センター
　  044-966-2780
http://minitama.jp/index.html

問合せ

◉新百合ヶ丘エリアマネジ
メントコンソーシアム事務局
https://inspire-hub-shin
yuri.com/

kirara@アートしんゆりウェブ
サイト
https://inspire-hub-shi
nyuri.com/kirara 

5月
３・４・５日
予定
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左記番号については区内各所で実施しております。

麻生区
マップ




