
  このたび「麻生市

民交流館やまゆり」

を運営する NPO法

人あさお市民活動

サポートセンター

３代目理事長に就

任しました吉田謙司です。よろしくお

願いします。 

 最近、孤独死(孤立死)という悲し

い事件が増えてきました。孤独死と

は、おもにひとり暮らしの人が誰に

も看取られず、本人の住居内で疾病

等でなくなることですが、ひとり暮

らしでなくとも、介護している方が

亡くなられると介護されていた方も

巻き込まれてしまうという事例が報

道されています。 

 なぜ、このような問題が起こるの

でしょうか。 

 さまざまな文献を調べてみると、

孤独死の問題は今にはじまったこと

ではなく、明治時代にも老人の孤独

死が報道されています。阪神・淡路

大震災がおこった、平成12年にもテ

レビや新聞で伝えられました。 

 この問題は都市生活における、

「無縁社会」が要因の一つと考えら

れます。親族が近くに住んでいない

高齢者や、独身者、慢性疾患を持っ

ている人などにこのようなことが起

こりやすいと思われます。もちろん

行政もこうした問題に関心を持ち、

注視しています。民生委員が見回

り、自治体などでも気をつけている

と思います。しかしながら今年３

月、立川市の45歳の母親と障害を持

つ男児が亡くなりました。ケース

ワーカーは２回にわたり女性宅を訪

問していたのですが、「プライバ

シーの壁」に阻まれ、発見が遅れ、

病気で急死した母親の横で、なすす

べもなく４歳の男児も衰弱死してい

ました。 

 さらに同月、90歳代と60歳代の母

娘が死後５日後に発見されました。

立川市では、前述のケースを教訓に

して、対策を検討し、孤立の恐れの

ある家庭の抽出をしていましたが、

対象が子育て家庭に限られ、高齢世

帯は対象外だったといいます。 

 こうした悲しい事件を予防するに

は、当人が積極的にご近所の人々と

関わったり、町内会や趣味の同好会

といった地域コミュニティに参加し

たりすることが必要です。 

 「麻生市民交流館やまゆり」で

は、さまざまなイベントを毎月のよ

うに開催し、地域の皆さんが気軽に

参加できるよう努めています。こう

した活動をより充実し、皆様に利用

していただき、麻生区からは「孤独

死」を出さないようにより一層の努

力をしていきたいと考えています。 

NPO法人あさお市民活動サポートセンター  
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ハワイアンの名曲にあわせて、踊りたい人が大

集合。レイをつけて、よそおいもハワイに。 

サンタさんがあらわれ、子どもたちは大喜び。 

サロンで、こんな楽しみ方をしている団体も。 
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「麻生区 子育てポケット」 

こどもの発達、遊び、健康、

食事について、役立つ情報を

掲載。具体的で解りやすい専

門家のアドバイスや、温かい

メッセージが載っています。 

子育て支援の輪を探してみよう 

 何十年前の乳幼児子育て経験では親

族の応援に頼っているばかりでした

が、今は身近な子育て支援の場がある

のをみつけました。特に孤立しない子

育て、一人で子育てを抱えないような

交流、相談の場がたくさん用意されて

います。麻生区役所 こども支援室でも

区内の情報を知る虎の巻として、ガイ

ドブックやパンフレットを発行、区内

各所で無料配布しています。 

 ぜひ手にとってみてください。近く

の施設や支援団体が見つかります。 

麻 生区の皆様へ、ちょっぴりオシャレ

な半日の過ごし方を提案致します。 

 新百合丘駅南口は大手商業施設が集中

して「動」の街ですが、反対の北口を歩く

と「静」の街の風情です。 

 まずは北口を出てそのまま津久井道へ向

かい、アートセンター裏手の「万福寺ふる

さと緑地」で、約2.4km,徒歩約30分の森

林浴を楽しんでリフレッシュします。 

 次に小田急 OX 万福寺店裏手の正徳元

年（1711 年）建立の「十二神社」に参拝

して厳かな気分になって、隣りの「万福寺

おやしろ公園」で一休み。 

 また新百合山手中央通りに戻ってオシャ

レなケーキ屋さんや、喫茶付きの花屋さん

などお店を訪ねてみます。 

なんと！！新百合丘駅北口にプチシャンゼリゼが？ 

取材・文 久保ひとみ 

 ちょっとお腹がすいたらうどん屋さん、

お酒が恋しくなったらうどん屋さんの地

下に粋な小料理屋さんもあります。 

 夕暮れ時になるとアートセンター付近

は、２５基のガス燈に灯がともります。 

 柔らかく癒される灯を見ながら、小田

急OX万福寺店の店先のテラス席で乾杯

します。時間に余裕があればアートセン

ターで、映画や演劇などを楽しむのも一

興かもしれませんね。 

 新百合丘駅北口から徒歩１０分の圏内

で、ブルゴーニュの森？とシャンゼリゼ

気分そして芸術まで味わえます。 

 魅力的な北口エリアで、至福のひと時

を過ごしてみてはいかがでしょうか？ 

取材・文 本間和雄 

「きゅっとハグあさお」 

出産、乳幼児か

ら小学校入学ま

での、医療、保

育などの情報。

特におすすめは

親子お出かけ

スポット（屋外、

屋内）保育園

園庭解放など。 

「麻生区 ちびっこおでかけMAP」 

小さいこどもを連れて遊びに行ける場所を

地図とデータで紹介。乳幼児やお母さん同士

の交流の場も掲載されています。主なところ 

①園庭を開放、または子

育て支援イベントを開催

している認可保育園（17

カ所） ②地域子育て支

援センター（8 カ所） ③

子育てサロン（7 カ所） 

④子育て交流広場（４カ

所） ⑤子育て自主グ

ループ・サークル（23 団

体） ⑥ボランティアグ

ループ（8 団体） ほか定

期開催される「あそびの

会」など 

  

◎配布場所 

・麻生区役所2F こども支援室窓口 

・地域子育て支援センター 

・こども文化センター 

・麻生市民館 

・麻生図書館 

・保育園 

【こども相談窓口】 

 麻生区役所 こども支援室 

 TEL ０４４－９６５－５３０３ 

 FAX ０４４－９６５－５２０７ 

そのほか WEBでも情報発信！  

★麻生区 ホームページ 

http://www.city.kawasaki.jp73/73/so

umu/index.htm 

[子育て] アイコンをクリック 
子育てについての情報が見られま

す。「子育てカレンダー」では就学

前の子ども向けイベントや、交流事

業、大学との連携事業などを紹介 
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ハクビシンの家屋侵入を阻止しよう 

早めの対策が大切！ 

援があれば企画する側の元気も増すこと

だろう。 

 これらの公演やイベントの案内、チケッ

トの販売などを担当するのが「昭和音楽大

学演奏センター」。常連ファンのために「友

の会 ゆりフレンズ」も用意されている。 

上手に利用すれば、好きな公演を見逃すこ

ともなく、安心して存分に楽しめそうだ。 

 昭和音楽大学が新百合ヶ丘に移転して

きたのは2007年。それ以来、周辺で大

小の楽器を抱えた若人の姿をよく見かけ

るようになり、「しんゆり・芸術のまち」

のムードはいちだんと盛り上がってきた。 

 昭和音楽大学建学の祖は昭和初期のオ

ペラ界の大御所、下八川圭祐氏。 

 はやい時期から地域社会とのかかわり

が重要と考え、周辺地域との交流や社会

貢献に力を入れてきた。学生たちは周辺

地域のイベントに積極的に参加する。小

学校や老人ホームへ出かけての演奏会も

年間30回を数える。古い無声映画に作曲

学科の学生が新しい曲をつけるなど、近

くの日本映画大学との興味あるコラボも

芽生えてきた。 

●ゆりフレンズ情報 

年会費： 2000円 入会金なし 

特 典： 

 1. 公演の入場料、講座の受講料など原則1割引 

 2. 一部の公演の座席を優先販売 

 3. 会員限定企画への招待・優待 

 4. 会報誌・最新公演会案内の送付（月 1回） 

 5. 敷地内レストラン「イル・カンピエッロ」利用時に 

  特典あり 

申込み：演奏センターへ所定の申込書を提出 

    または、昭和音楽大学ホ－ムページから 

    申し込む 

問い合わせ：演奏センター Tel. 044-953-9865 

      （土日、祝祭日を除く 10時～ 18時） 

▲一戸建ての家の屋根裏で今年確認された 

  成獣のハクビシン・麻生区 

 上麻生7丁目の山内家は早く、元の生活

に戻ることを切望している。発端は３年前、

平屋の天井裏の異変に若夫婦が気づいた。

ご主人の山内さん（68歳）は、建築関係の

お仕事柄「どうもハクビシンのようだ」と

家屋の周囲を調べた。１カ所侵入口を見つ

け封鎖し、今年に入って裏庭にオリを仕掛

けた。すると成獣が捕まった。しかし、今

度は２階建の母屋でも騒音がする。再度オ

リを設置したところ次々に幼獣を捕獲した。

山内さんは自ら天井裏のフンを除去、消毒

したが「また、入り込んでくるのでは」と

４台目のオリを設置した。山内さんの家は

築19年。増築工事のときどこかに穴が空い

てしまったのかもしれない。その侵入口は

まだ見つかっていない。 

 ハクビシンの家屋汚損被害の対策は、ま

ず被害を把握し、家の屋根、縁の下などを

調べて侵入口をアルミの金網等で封鎖。屋

根に届く枝は剪定する。ハクビシンの餌

となるので庭や菜園の好物（甘いもの）

は収穫すること。 

 ハクビシンは発見してもすぐに捕獲で

きない。被害があればすぐに川崎市動物

愛護センター（高津区蟹ヶ谷 ☎044-7

66-2237）に相談してみよう。申請も

同じ。オリを貸してくれる。害獣の駆逐

専門の企業に頼むのもいい。 

 

＜ハクビシンはどこにいる！＞  

 麻生区内におけるハクビシンの事故死

等の分布状況を調べてみると、王禅寺界

隈に集中。ハクビシンの苦情や相談、捕

獲されたのは王禅寺、下麻生、上麻生、

千代ヶ丘などで区の東よりに限られてい

る。ハクビシンは街中への適応能力が高

いといえそうだ。 

麻生区ではハクビシンによる農業作物の

被害だけでなく、住宅への侵入による家

屋汚損被害も発生している。被害に遭っ

たときはどうしたらいいのだろう？ 

家屋被害について調べてみた。 

取材協力＊川崎新栄環境サービス ／ 神奈川県ペストコントロール協会 ／ 川崎市動物愛護センター ／ 宙(そら)と緑の科学館 

 建学時のイタリアオペラの流れをくん

で、オペラ、バレエは同大学の特色のひと

つだ。新校舎には、広い舞台（1100㎡）、

馬蹄形3階建観客席（1367席）を備えた

本格的劇場「テアトロ・ジーリオ・ショウ

ワ」が新設され、最新の設備を駆使してオ

ペラ、バレエ、ミュージカルなどが上演さ

れている。ほかにも4つのホールやスタジ

オを所有し、春のビックイベント「アルテ

リッカしんゆり」での公演をはじめ、年間

をとおしての定期公演、卒業公演など、在

学生、卒業生、教員が意欲的に公演を行

う。クラシックから、ジャズ、ポップスま

で、多彩な公演は年間70回をこえ、「しん

ゆり・芸術のまち」の中核的存在だ。10

月にはオペラの名作「愛の妙薬」が上演さ

れる。S 席4500円、A 席3500円、B 席

2500円。比較的手ごろな料金で本格的

オペラが鑑賞できる。 

 公演には多額の費用がかかる。地域の応
取材・文 飯田保幸 

取材・文 池山幹夫 

～ クラシックからポップスまで 年間公演約70回 ～ 

ハクビシン（ジャコウネコ科）は家屋に

「こぶし大の隙間」があれば侵入し、屋根

裏を出入りする習性がある。フンの異臭、

しみ、騒音の一次被害で駆除しないとノ

ミ、ダニの二次被害に拡大する。雑食性で

糖分を好み柿、きんかん、ブドウ、銀杏、

トウモロコシ等を食べている。飲み捨ての

缶ジュースも侮れない。 

昭和音楽大学で身近な音楽鑑賞 新百合ヶ丘駅から4分 

オペラ「ファルスタッフ」（2011.10.8 上演） 



毎号「やまゆり」の市民活動相談窓口の相談員を紹介していきます。  

平成24年度 麻生区地域コミュニティ活動支援事業 助成事業決定！ 

麻生区における平成24年度麻生区地域コミュニティ活動支援事業の助成金支給が下記６団体に決定しました。 

高山健治
た か や ま け ん じ

 

 定年後の地

域の仲間を作

りたいと考え

ていたときや

まゆりを知り

その後の生活が一変しました。 

やまゆりには、現在300を超える

団体が入会者を捜しております。 

気軽に一度やまゆりをのぞいて

ください。仲間が待っています。

お役に立てる情報があります。 

岩切純子
いわきりじゅんこ

 

「やまゆり」の活

動に参加して、早

いもので５年がた

ちました。こちら

には多くの団体が

登録されており、麻生区にはさまざま

な活動をしている団体があることを知

りました。皆さんの精力的な活動にと

ても感心しています。 

このような団体の紹介や、場所の案内

など、少しでも相談に来られた方のお

役に立てればと思っております。 

大田 勉
おおた  つとむ

 

 私自身がやま

ゆりの「地域デビ

ユーをしません

か！」を受講して

市民活動に参加

することができました。なので地域

のみなさんにもぜひ有意義な地域デ

ビューを紹介したいと思い、相談窓

口の担当になりました。 

相談者の希望を親切・丁寧に聴き、満

足頂ける地域デビューができるよう 

お手伝いをさせてもらっています。 

発行元 NPO法人あさお市民活動サポートセンター 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-11-5 【アクセス】小田急線「新百合ヶ丘駅」南口から徒歩４分 

事業名・内容 団体名 

 音楽交流サロン 「奏（かなで）」 一般社団法人 

ソーシャル・ 

アーティスト・ 

ネットワーク 

★川崎授産学園内の施設を地域交流スペースとして活用し、毎月第2・第４木曜日に参加者が茶菓子を楽し

みながら、プロの演奏家の音楽を聴き・音楽で体を動かしコミュニケーションを図り、更に地域の演奏家も参

加し、定期的に地域音楽コミュニティ活動を継続して推進する。 

 ふるさと ぶらり旅 ぱーと３ 〔県人会的な仲間つくりを！！〕 

麻生カラオケ楽会 
★ふるさとぶらり旅パート2で呼び掛けた【ふるさと友の会（仮称）】の申込者及び一般参加者を対象に仲間を

募り、講演・懇親会・イベントを行う。 

★各種映像・音源をもとに語り合い「ふるさと」をテーマに集うサークルの立ち上げ・活動を行う。 講師は引き

続き松岡 裕治氏に依頼する。 

 初☆ジャズ・ライブ  

つくぱく 
★高い・遠い・時間が遅い・堅苦しいと敬遠されるジャズライブを、高齢者、主婦層にも新しい形のジャズライ

ブを提供する。 

★高齢者・主婦層にもお茶を飲みながら気楽に聴けるジャズライブを提供しライブの雰囲気を味わい、相互

のコミュニティを図る。 

 私たちの歌と演奏と踊りで、感動を与えます！！！ 

ハーモニーギフト 
★生の演奏で歌や踊りを聴いたり見たりする機会のない施設の方々に、季節感あふれる歌や踊りを提供。 

★施設のイベント時に季節に合った歌や曲をサックス演奏と踊りを披露。チェロ・フルート・ピアノなどの

デュオも！ 

 今の不安を輝きに変える 

st.Marianna                     

しんゆり 

リボンズハウス 

★がん患者さんとその家族を地域で支える為のボランティア活動を行う。 

★がん患者さんのビアサポート活動(おしゃべりミーティング)  

★地域とともに(音楽コンサート・療養中のお金の相談会等)  

★健康ゼミナー(がん啓発活動・就労支援活動) 

 麻生区の『理科大好き青少年』を育成する科学教育の普及活動 

ひととゆめの 

ネットワーク 
★児童館・こ文・わくわくプラザなどの施設と協働で、身近な材料を使った科学実験の体験学習を通じて、子

どもたちに「科学の面白さ・不思議さの感動」を与え、自ら科学する心を芽生えさせ、思考アップに資する事

を担い、幅広い実験メニューを準備しています。 


