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住民票などは、登戸行政サービスコーナー☎933-3000、菅行政サービスコーナー☎945-2730へ。平日7時半〜19時、土・日曜（祝日除く）9時〜17時

　障害に関する
相談先の紹介、
施設で作成した
手芸作品やお菓
子の販売など。
7月14日㈭10時
～14時開催。

パサージュ・たま写真
NEWS

～バリアフリー　わたしとあなたとこの街と～

　区内で福祉活動をしているグループや、福祉に関心のある人たちが
「バリアフリーの地域づくり」を目指す「多摩ふれあいまつり」を行いま
す。さまざまな体験コーナーやスタンプラリーなど、楽しい催しが盛り
だくさん。明治大学ウインドオーケストラによるコンサートも開催！
場所　多摩区役所（詳細は右表参照）
多摩市民館☎935-3333、 935-3398。多摩区社会福祉協議会☎

935-5500、 911-8119

日時　�６月27日㈪11時半～12時半、会場へ
直接

※雨天時は７月４日㈪に延期。校庭の状態によ
り、当日晴天でも中止となる場合があります
場所　菅中学校
※駐車場はありま
せん
区役所危機管理

担当☎935-3135、
935-3391

日時　６月15日㈬12時～12時40分�
　　　（開場11時）
場所　区役所１階アトリウム
出演　山口弓乃（グランドハープ）

山口真由子（ヴィブラフォン）
曲目　�サン=サーンス作曲�「白鳥」
　　　ピアソラ作曲�「ナイトクラブ1960」�他
区役所地域振興課☎935-3239、 935-

3391

　通勤通学、買い物などで
自転車を駐車する際には、
駐輪場をご利用ください。
利用時間　24時間
一時利用料金
自転車…３階100円、屋上80円
バイク…１階220円
※定期利用料金や申し込み方法については、お問
い合わせください
建設緑政局自転車対策室☎200-2303 200-

3979。市交通安全協会・ＮＣＤ共同企業体（駐輪場
指定管理者）☎ 922-1042

6/19 日
10時〜15時

（大ホールは15時半まで）

階 会　場 内　容

1 アトリウム
陶芸マグネット絵付け体験、プラバンストラップ作り体験、
ジャム「マイラベル」作り体験、はた織り体験、フラッグ作
り体験、貼り絵作り体験、活動紹介、施設紹介、自主製品
展示販売他

2

大ホール
明治大学ウインドオーケストラによる演奏会（10時45分～
11時45分）、参加団体によるイベント（13時半～14時50
分）、お楽しみ抽選会

大ホール
ホワイエ

ぽんぐるみ製作体験、父の日メッセージカード作り、マグ
ネット作り体験、帯ひもアート体験、活動紹介、自主製品
展示販売他

3

大会議室
歩き方講座（10時15分～11時15分、当日先着50人に飲み
物をプレゼント）、手話コーラス（11時半～12時半）、ふれ
あいコンサート（13時～14時）、ユニバーサルファッション
ショー（14時～15時）他

視聴覚室
手作り体験「かんたん布バッグを作ろう！」（10時～12時、
当日先着30人）、ユニバーサルファッションと介護服作品展
示他

体 育 室 応急手当（ＡＥＤなど）の体験、感覚グッズなどの体験コー
ナー、自主製品展示、活動紹介他

4
第１会議室 防犯についての展示・製品紹介、車いすメンテナンス（当日

先着10人）、活動紹介他

第６会議室 魚釣りゲーム、活動紹介他

5
実習室 マッサージサービス（10時～13時）、点字体験（10時～12時、

13時～14時半）、視覚障害者用囲碁体験、作品展他

第1・２
学習室

楽しい小物作り体験（当日先着20人）、面白カラーセラピー
（当日先着20人）、自主製品展示販売、活動紹介他

※材料費が必要な催し物があります。詳細はお問い合わせください

多摩ふれあいまつり
第16回

スタントマンが交通事故を再現する
交通安全教室

向ケ丘遊園駅北口に
3階建て駐輪場がオープン

北口

向ケ丘遊園駅

移転前
宮前地区会館

移転前
宮前地区会館

新設 3階建て駐輪場
（24 時間営業）

南口
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第51回
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夏イベントを巡ると景品がもらえる！

多摩老人福祉センター
〒214-0012多摩区中野島5-2-30

☎935-2941、 933-5024

��歌と物語のコンサート
　一人朗読音楽劇「青い自転車」と弾
き語り「シクラメンのかほり」など。出
演は足立紫帆（ウタガタリスト）。6月
29日㈬13時半～14時45分。多摩老
人福祉センター3階ホールで。市内在
住の100人。 ６月15日９時から直
接か電話で。［先着順］

市緑化センター
〒214-0021多摩区宿河原6-14-1

☎911-2177、 922-5599

�講習会
　鉢植えで育てるハナショウブ

　ハナショウブ（写真）は江戸時代から
親しまれている日本固有の園芸植物
です。講習会では、花の管理方法を

学び、 その後鉢
植えを作ります。
来年の梅雨時期
には素敵な花を観
賞できます。７月６
日㈬13時半～15
時。30人。700
円。 ６月22日（必

着）までに往復ハガキで。［抽選］

多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

☎935-3333、 935-3398

�「ちっちゃい演劇フェスティバル
vol.８」参加者募集 　　

　演劇や朗読など、さまざまな表現
活動をしている人たちの交流や発表
の場です。15分以内で日ごろの活動
成果を発表できます。12月11日㈰
13時～16時半（申込団体数によって
は、10日㈯も開催）。多摩市民館大
会議室他で。 ７月24日（消印有効）
までに市民館、図書館で配布する申
込書に記入し直接か郵送で。［選考］

区内のお出かけ情報やピクニックに関する情報を、フェイスブックで発信しています。 問区役所地域振興課☎935-3132

　幼児向けのおはなし会を自分た
ちの手で開いてみませんか。絵本
を選び、読み方を練習して、最
終日には実際に子どもたちの前で
読み聞かせをします。
日時　�❶7月21日㈭14時～16時

半 ❷7月22日 ㈮9時 ～12
時半❸7月23日㈯9時半～
12時半 

※❶❷は読み聞かせの基礎と練習
❸読み聞かせの実演（３～６歳向け）
場所　多摩図書館整理室他
対象　 小学４年～中学生（３回とも

出席できる人）
定員　8人

6月26日10時から直接か電
話で多摩図書館☎935-3400、
935-3399。［先着順］

　子ども体操教室の参加者を募集します。
日程　 7月26日㈫～7月28日㈭、全３回
場所　市多摩スポーツセンター
定員　各コース30人(全回参加できる人)

※東中野島保育園は、3歳児以上幼
児用プールのみ

健診名 日程 受付時間 対象・内容・費用など ［先着順］

１歳児
歯科健診

7 月 7 日
㈭

❶9時～9時半
❷9時半
～10時

歯科健診と歯科相談。1歳
3カ月未満で、歯が生えて
いる乳幼児各回15人

6月16日から電話で
☎935-3117

生活
習慣病
予防相談

7月20日
㈬

13時15分～
13時半

運動・食生活・休養、歯周
病予防などの個別健康
相談。最近の健康診査の
結果を持参。40歳以上
の10人

6月20日から電話で
☎935-3294

※会場は区役所保健福祉センター。車での来場はご遠慮ください
健診案内保健福祉

センター

検索

　多摩区の風土が盛り込まれた多摩
川音頭を体験し、次の世代に伝える
手法も学ぶ講座です。6月30日㈭、
7月1日㈮、11日㈪、13日㈬、 全4
回。多摩市民館で。おおむね50歳以
上20人。 6月16日10時から直接
か電話で。[先着順]
※この他にもシニアの社会参加支援
事業を予定していますので、ホーム
ページや市民館で配布するチラシをご
覧ください。

市消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1

☎366-2475、 366-0033

���普通救命講習Ⅰ
　心肺蘇生法や自動体外式除細動器

（AED）の取り扱い方法などの講習
と実習を行います。❶６月29日㈬13
時半～16時半❷７月29日㈮９時～12
時。多摩消防署３階講堂で。30人。

❶６月16日から❷7月12日から直
接か電話で。［先着順］

　親子でビニールプール、たらいを使っ
た水遊びを楽しみませんか。３歳児以
上の子どもには、幼児クラス用プール
も開放しています。（保護者同伴）
日時　 ７～８月の午前中（不定期）、 
          雨天中止
対象　 区内在住の就学前の子どもと

保護者（幼児用プールは3歳
児以上）

各保育園へ事前に問い合わせの
うえお越しください。（下表参照）

保育園名 ☎・  
生田保育園　 966-2502
土渕保育園　 933-8942
東中野島保育園 922-8173
南生田保育園 954-7575

クラス 対象 時間 参加費

A 年中・年長 9時半～
10時半

2,500
円

B 小学１～
２年生

10時40分～
12時

3,000
円

C 小学３～
６年生

12時45分～
14時5分

3,000
円

バック
転

小学３～
６年生

14時20分～
15時50分

4,500
円

　10cm×15cmのちっぽけな空間に
自分だけのジオラマを作ります。
日時　７月24日㈰10時～15時
場所　多摩市民館実習室
対象　小・中学生と保護者
定員　20組
参加費　材料費1,500円

７月４日（必着）までに往復ハガキに
参加希望者の住所、氏名、ふりがな、
性別、学年、電話番号を記入し〒214-
8570文化協会（多摩市民館内）鉄道模型
係☎935-3333、 935-3398。［抽選］

　区内各地域で行われる観光関係
のイベントを巡るイベントラリーを
開催します。詳細は問い合わせる
か観光協会ホームページ（多摩区見
どころガイド）で検索！
●ルール
　対象のイベント会場に、チェック
ポイントが設置してあります。iOS
用「公式多摩区観光アプリ」を手に
入れて、チェックポイントを通過し
てください。3つ以上通過し、９月
３日㈯開催予定の観光協会のイベ
ントに来場すると、景品（先着順）
がもらえます

●対象イベント　

イベント
夏休みワークショップ

「絵本の読み聞かせ」に
チャレンジ!!

夏休み子ども
体操教室

公立保育園で
水遊びをしませんか?

親子で楽しむ
鉄道模型

　ルネサンス期に修道女たちによって当時はまだ貴重だった紙を使って生
み出された美しいアート作品。現代では誰でも簡単に専用の道具を使い、
紙をクルクルと巻いて作ることができます。
生田緑地でルネサンスのクラフトワークを楽
しんでみませんか？

ルネサンス期のクラフトワーク
「ペーパークイリング」を生田緑地で イべント ラ リ ー

区役所地域支援担当 935-3276。
（電話受付時間は8時半～12時、13時～17時15分）

日程 イベント名
(かっこ内は開催場所)

６月１９日㈰ 長尾の里あじさいまつり
（妙楽寺）

７月１７日㈰
多摩川せせらぎ夏万博
大作戦（二ケ領せせらぎ
館下河川敷）

７月２３日㈯ 民家園通り商店会夏ま
つり（民家園通り）

８月6日㈯ エコ★カップいかだ下り
（二ケ領せせらぎ館）

８月２１日㈰ 生田緑地サマーミュー
ジアム（生田緑地）

９月３日㈯
（予定）

観光協会イベント（二ケ
領せせらぎ館下河川敷）

多摩区観光協会事務局
（区役所地域振興課）
☎935-3132、 935-3391

6月24日（必着）までにハガキ持参か
往復ハガキに希望クラス、参加希望者
の住所、氏名、ふりがな、性別、学年、
電話番号を記入し〒214-0008 多摩区菅
北浦４-12-５川崎市多摩スポーツセンター
☎946-6030、 946-6032。［抽選］

日時　６月26日㈰10時～15時
対象　 5歳くらいから
　　　※就学前の子どもは保護者同伴
場所　生田緑地東口ビジターセンター2階　
参加費　１人500円
定員　当日先着40人
講師　青木佳代氏

日本民家園☎922-2181、 934-8652

�今こそ継ごう、多摩魂！Part２

申し込み方法は市版 5面参照

写真のようなアート作品が作れます。
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