
 麻生市民館交流館や

まゆり（以下「やまゆ

り」）を管理運営して

いる「あさお市民活動

サポートセンター」は5

月24日（土）に総会を

実施し、活動を支援していただいてい

る正会員の皆様に、平成25年度の活動

内容を報告させていただきました。 

 

主な報告内容は下記５点となります。 

 

① 
利用登録団体数は596団体と600

に近づき、川崎７区では飛び抜

けた数であり（２番目の中原区でも238

団体）、麻生区の市民活動の豊かさを

物語っている。 

 

② 
「サロン文化の創造」を目指

し、夢空間プロジュエクトを主

体に音響・照明機器・仮設舞台などを

充実させ、夜間・土日の利用が前年比

30％近いアップに。映画・音楽観賞、

演劇などの利用目的も広がった。 

 

③ 
印刷機ほか各種機器も新機種を

導入し、印刷枚数ははじめて100

万枚の大台を超えた。 

④ 
新しい試みとして「区民講

師」と同様の趣旨で、「やま

ゆり楽芸会」を実施し、地域の楽芸

に秀でた方々に、日頃の技を披露し

ていただいた。その際、インター

ネット中継の試行を行い、今後への

展開に期待をもつことができた。 

 

⑤ 
中込清皓さんに数種のデザイ

ンを提供願い、運営スタッフ

の投票により「やまゆりシンボル

マーク」を設定できた。 

 これらの実績を踏まえ、平成26年

度に「あさお市民活動サポートセン

ター」は麻生区ではじめての指定NPO

法人を取得し、さらに認定NPO法人と

いう次のステージを目指してまいり

ます。 

 正会員・賛助会員の数は前年の111

名を大きく上回り171名となりまし

た。なお一層のご支援をお願い致し

ます。 

 理事長 植木昌昭 
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川崎市麻生区市民活動支援施設 

麻生市民交流館やまゆり  

NPO法人あさお市民活動サポートセンター 

発行元 NPO法人あさお市民活動サポートセンター 

TEL.044-951-6321 FAX.044-951-6467 

平成26年度麻生区地域課題対応事業 

次のステージを目指して 

❶ 

  会議室（回数） 印刷（枚数） 利用者数 利用登録 

年度 平日（夜間） 土日・祝 製版 印刷 （人数） （団体数） 

25 1,089 (236) 397 6,908 1,014,658 22,125 596 

24 1,016 (181) 340 5,405 945,540 21,309 576 

23 1,022 (158) 359 5,212 952,152 20,813 542 

22 946 (149) 336 5,074 930,486 20,185 510 

21 935 (96) 316 5,299 964,275 18,897 466 

20 874(118) 149 5,212 802,303 16,821 421 

NPO法人の 

認定・条例指定って？ 
 

市民ニーズが多様化・複雑化するなか

で、福祉や子育て、まちづくり、教育、文

化などの身近な分野において、NPO法

人の果たす役割への期待が高まってい

ます。このため、NPO法人に対する個人

や法人からの寄附を増やし、その活動を

支援する目的で、平成23年6月にNPO

法等が改正されました。 

 個人・法人・相続財産からの寄附に

対して税制上の優遇措置がとられます。

詳細については、川崎市のホームペー

ジを参照ください。 

 

出典： 

川崎市市民・こども局 市民協働推進課 

●やまゆり利用者年度別実績の推移  



 災害で家庭の水

道が出なくなった場

合、上下水道局（以

下水道局という）は

タンク車による運搬

給水と応急拠点給

水で対応。応急拠点

給水は、災害対策用

給水装置格納庫の

付近で、装置を地震

に強い水道管に取り付けて給水する。 

 水道局では1981年から応急給水拠点

の整備を進め、2014年4月1日現在、市内

に139、区内には19の給水拠点がある。普

段、格納庫の鍵は水道局又は一部自主防

災組織が管理。災害時は各々が水質を確

認したのちに給水をはじめ、水道局の

ホームページ、拡声装置、給水拠点での

旗や立看板などで住民に知らせる。 

まさかの大物が釣れた！ 緊張と興奮 
  フィッシュオン王禅寺 

 

命の水を届けたい！ 
 街角の緑色の建物はなにもの？ 

取材・文 中島久幸 

 区毎の給水拠点は「川崎市上下水道

局」で検索。「災害の時には」を開いて地

図で確認し、近隣の区を含めて一度は現

地を訪れよう。なお、自主防災組織の要

望で給水訓練を進めており、麻生区は昨

年度４回実施。 

 各家庭における災害への備えとして、

水道局は１人３日分、９リットルの飲料

水の備蓄を薦めている。 

装
置
の
格
納
庫
（
王
禅
寺
中
央
中
学
校
西
側
） 

取り出した装置を組み立て、給水する様子 

(写真提供：川崎市上下水道局） 

取材・文 石﨑純也 

 神奈川県で一番大きい管理釣り場、

フィッシュオン王禅寺。自然環境の中に、４

つの池と、トイレや売店、レストラン、バー

ベキュー、魚の処理場などの施設があり、

釣り道具もレンタルがあるから、気軽に釣

りを楽しめる。 

 この釣り場には大小４つの池があり、２

つの大きな池は、周囲約250m、最深4.5m

もある。４つの井戸で、地下100mの地下水

を汲みあげている。 

 管理釣り場の醍醐味は何と言っても「よ

く釣れる」こと。入場者の７割は初心者だ

釣った魚は７～８割の人がその場で放つ 

（イチロー池はルアー専用ポンド） 

が、よく釣れるから満足して帰ってもらえ

る。「サケ、マスを中心に放流しています

が、メインはニジマス。大きなものは、70cm

以上もあります」と、施設の白井支配人。 

 釣り場を訪れること３回、サプライズを

見た。なんと、子どもが思いがけなく大物

を釣り上げた。ゆうに50ｃｍはある、まさ

かの大物だ。当たりが強く、竿がしなる。

リールを巻くのに力がはいる。親も手を

貸し、ようやく網に入れて「やったー」と、

大きな一声。 

 もうひとつのサプライズ。それは、人気

のない早朝や夜に、池の周りで、まるで釣

り人のように魚を狙う鳥たちの姿。アオ

サギ、ゴイサギやカワウだ。「被害甚大で

すから、対策をとっており、効果を上げて

います」と、白井さんは苦笑い。 

 はじめての人には、インストラクターが

釣り方を教えてくれるから、一度挑戦して

みませんか。 

❷ 

DATA 

ベリーパークinフィッシュオン王禅寺      

所在地：川崎市麻生区王禅寺1227-2 

連絡先：☎044-959-0037 

ホームページは [フィッシュオン王禅寺]で検索 

麻生区災害時応急給水拠点 

番号 所 在 地 

1  小田急、千代ケ丘バス停 

2  麻生警察署交差点東側 

3  三井住友銀行百合ケ丘出張所 

4  東柿生郵便局北側 

5  グランドメゾン上麻生前 

6  小田急、神奈中、吾妻バス停前 

7  黒川青少年野外活動センター前 

8  岡上小学校北交差点 

9  麻生区役所内 

⑩  虹ケ丘公園内 

⑪  岡上小学校内 

12  王禅寺中央中学校西側 

13  麻生中学校北側 

14  柿生中学校東側 

15  はるひ野中学校西側 

16  西生田小学校北側 

17  長沢中学校北側 

18  金程中学校東側 

19  白鳥中学校南側 

 ⑩⑪は貯水槽、ほかは水道管を使用 

20～30cmのニジマスがよく釣れる。 

お父さんは大忙しだった。（ジロー池） 

まさかの大物（タイガートラウト）を釣った。

魚を狙うアオサギ（午後8時頃) 



 2014年3月19日「よみうりランド」は、開園

50周年を迎えた。その歴史には、記録ずくめ

の華々しさがある。「当時世界最大級の大

観覧車」「世界初の立ち乗りループコース

ター」「当時世界最高速ログコースター」な

どなど。 

 この遊園地の、新しいことへのチャレンジ

は、たくさんの人たちの思い出に「世界一」

「世界初」というインパクトを添えてきた。 

取材・文 落合ふみこ 

すぐそこに見える遊園地の偉業に目を見

張る思いだ。 

 アトラクションは、都内で唯一のバン

ジージャンプ、富士山や都心の高層ビル群

を一望できる大観覧車など28種。至る所

で発生する絶叫を、浴びて歩くだけでもお

もしろい。足を放り出して休みたくなる芝

生公園、梅の花や紅葉の眺めが美しい日

本庭園もある。 

 夏期（7月4日～9月15日）

には、３種類のスライダーと５

つのプールが楽しめる。スタッ

フが奮闘するシンクロショー

は、そのできばえに興味がわ

く。笑えそうで楽しみだ。 

 また、近隣住民への入園無

料サービス「秋の入園招待」

も実施している。ぜひ利用し

たい。 

ウエーブスウィンガー（手前）とルービングスターシップ。

青ざめた顔で降りてくる人、多数あり！ 

 川崎・しんゆり芸術祭(アルテリッカしん

ゆり)2014が4月26日(土)～5月6日(火)

テアトロ・ジーリオ・ショウワなどの会場で

行われた。入場者数はのべ約2万6200人。

多くの麻生区民がゴールデンウィークに

オペラ・バレエ・クラッシック・ジャズ・演劇・

能・狂言を楽しんだ。 

 芸術によるまちづくり・かわさき実行委

員会では毎年10月～3月、この芸術祭に

先立ち知識を得てほしいと翌年度の芸術

祭演目に合わせてアート講座を開催して

いる。昨年のアート講座では12回で受講

料3000円。定員100名のところ3倍近い応

募があり抽選となった。応募者は麻生区

民が6割。 

取材・文 丸山とし子 

 このアート講座人気の秘密はトップ

アーティストの生の声が聞けることだ。

昨年の講座2回目10月26日(土)は、映画

「悪人」の監督・李相日(りさんいる)さん

とカメラマン笠松則通さんの対談。生臭

い人間関係を撮りたいという李さん。カ

メラをのぞきながらすごいの来い！と

いうエネルギーを俳優に送っていると

いう笠松さんのお話があった。10回目今

年2月1日(土)はジャズピアニスト佐山雅

弘さんが講師。ドレミの7音は7人の友達。

ひとりひとりが自由…という話からはじ

まり、予想しない音に人間はひきつけら

れる…と即興でピアノを実演してくれ

た。 

 もう一つ注目したいのが、この講座が

アートボランティアの育成・活動の場に

なっていることだ。登録者は原則講座受

講者から募っており、今年のアルテリッカ

しんゆりでは約100名が活動した。 

Ｊａｚｚ入門   

昭和音楽大学教授 佐山雅弘さん 

アート講座 人気の秘密 

DATA 

よみうりランド 
住 所：東京都稲城市矢野口4015-1 

連絡先：☎044-966-1111 

入園券：おとな（18～59歳）1200円 

    こども（3歳～高校生）600円 

    シルバー（60歳～）600円 

＊営業時間・休園日は季節により変動。 

  詳しくはホームページで。 

 http://www.yomiuriland.com  

 よみうりランドは“オールターゲット＆

オールシーズンのアミューズメント”。いつ

出かけても、誰と出かけても、心が満ち足

りて安らぐ。季節の折々に訪れて『期間限

定旬の楽しみ』を味わいたい。 

 今年もまた第6回アート講座が10月

からはじまる。(募集の日程は川崎市

アートセンターHPを参照) 

 皆さんもまずアート講座から受講し

てみてはいかが。芸術感をみがくのに

お役にたつのでは。 

❸ 

◆問合せ 

 芸術によるまちづくり・かわさき実行委員会 

 ☎044-952-5024(9時30分～17時） 

受付や司会もアートボランティアが担っている 

 だからいつだって わくわく！ 

立ち乗り？ ループコースター「MOMOnGA」。 

途中で、足が竦んだら…どうなるの？ 



【開館日】 

【アクセス】 

 小田急線「新百合ヶ丘駅」南口から徒歩４分 

【ホームページ】 

 http://web-asao.jp/yamayuri/ 

❹ 

開催日時 内 容 受付開始日 

６月１日（日） 第７回 ビバ！かがやく子どもたち   

6月 7日（土） 

6月14日（土） 
ホームページ作成工房 受付中 

6月21日（土） 第５回区民講師 マレーシアロングステイ 5月1日 

6月28日（土） 深緑やまゆり劇場 5月1日 

７月～12月 

第1日曜日 
エクセル：表計算塾 5月16日 

7月26日（土） 飯山劇団 ALWAYS新百合一丁目の虹 6月2日 

8月2日（土） 歌声酒場 6月23日 

8月9日（土） 真夏のハワイアン 7月1日 

8月23日（土） やまゆりプレミアムコンサート 7月14日 

9月7日（日） シャルメと季節を巡る親子コンサート 7月14日 

１0月5日（日） おしゃべり歌謡サロン 9月1日 

１0月18日（土） 歌声喫茶 秋 9月1日 

10月25日（土） 第６回 健康見本市 － 

11月8日（土） 

11月9日（日） 
第４回 クラフト展 － 

11月15日（土） 第２回 やまゆり楽芸会 － 

12月14日（日） クリスマス・コンサート － 

1月10日（土） 第８回 新春やまゆり寄席  － 

未定 目指せ！アクティブシニア講座 － 

未定 歌声喫茶 冬 － 

3月8日（日） シャルメと季節を巡る親子コンサート － 

未定（３月） 第６回 区民講師公開講座 － 

「やまゆり」年間スケジュール  平成26年度 6月以降（予定） 


