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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

　８月中旬にな
ると、収穫した
ばかりの梨が区
内各所の梨栽培
農家の軒先に並
びます。

多摩川梨収穫・直売
写真
NEWS8

　楽しいイベントやパネル展をたくさん用意しています。人と動物の絆やペッ
トの正しい飼い方について一緒に考えてみませんか？
時間　10時～15時　場所　区役所１階アトリウム、屋外駐車場
●「正しい犬の散歩」上映
●心音拡大器で心臓（いのち）の音を聞いてみよう！
●ペットの迷子札作り・どうぶつ折り紙・どうぶつお面作り
●どうぶつクイズ　●猫の譲渡会（午前中のみ、雨天中止）
●バルーンアート・缶バッジ・ペットの防災手帳配布
●パネル展・ポスター展　９月1日㈮13時～5日㈫15時

～動物を大切にすることはいのちを大切にすること～

　緑豊かな夏の生田緑地をフィールドミュージアム
（野外博物館）に見立て、地域が一体となって、ライ
ブイベントやワークショップ、マルシェなどを催します。
　今回は、日本民家園開園50周年を記念し、「50」に
ちなんだ企画やお楽しみがたくさんあります。
時間・場所 11時～16時(日本民家園は18時まで)、
生田緑地　※荒天中止

検索生田緑地サマーミュージアム2017
生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300 933-2055

生田緑地サマーミュージアム
　11月18日㈯に生田緑地で開催する区民祭の参加者を募集しま
す。(荒天中止)
出店(展)者　食品、雑貨などを販売する店を募集します。希望者
は８月21日㈪18時半から区役所601会議室で開催する説明会に
参加してください。申込書を配布します。

8月30日、31日に直接、区役所601会議室。［抽選］
舞台出演者　郷土芸能、コーラス、ダンスなど、日ごろの成果
を舞台で披露しませんか。申込書は８月14日㈪から地域振興課で
配布します。

８月14日～25日に申込書を直接、多摩区民祭実行委員会事
務局(区役所地域振興課内) ☎935-3133 935-3391。［選考］
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いのちの授業
　10月から2月にかけて、区内の小
学校低学年を対象に「いのちの授業」
を行っています。心臓の音をクラス
全員で聞くこと、パネル・写真を使っ
たプログラムを通じて、命を大切に
する心を育んでいます。

聴診器を当
てた場所の
音がスピー
カーから聞
こえます

日
8 20

遊びに
来てニャン♪
待ってるワン

　区では、動物への理解を深めて、命を大切にする
心を育み、人と動物との調和のとれた社会を目指し
て、動物愛護に関するイベントや小学校での動物愛
護教室などの取り組みを行っています。

区役所衛生課☎935-3306 935-3394

どうぶつ
愛護フェアinたま区

区民祭参加者募集！

人気の「たままる」
たちに会えるかな？

かわいいどうぶつ

お面を作ります
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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。 区役所地域振興課☎935-3132

12時、全4回 多摩市民館 50歳
以上の20人 ８月22日10時から直
接か電話で。［先着順］

順]
市消防防災指導公社

〒210-0846川崎区小田7-3-1
 ☎366-2475 272-6699

 普通救命講習会
　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義と
実習。 ９月11日㈪９時～12時 多
摩消防署 30人 800円。受講者
に修了証を交付 ８月21日９時から電
話かFAXで。［先着順］

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　

 体験教室のお誘い
「絵本の読み聞かせを楽しむ」
　絵本と紙芝居の読み聞かせの基本
や作品の背景、味わい方を学びます。
講師…平野純子氏（絵本研究会）。
９月30日㈯13時半～15時45分
同センター２階会議室 60歳以上の
10人 ９月１日９時から直接か電話で。

区役所地域振興課
☎935-3134 935-3391

 区民体力テストの集い
　小学３年生～79歳の人を対象に体
力テストを行います。 ９月3日㈰９時
半～11時半 川崎市多摩スポーツセ
ンター。会場へ直接。上履き持参。

多摩市民館
 ☎935-3333 935-3398

 『たま・くらす』
～自分色に輝きたい女性を応援！～

　自分のスキルや好きなことを再発見
し、仲間と一緒に企画を実現していく
講座です。 ９月12日～11月28日の
主に火曜、10時～12時、全７回 多
摩市民館 20人 材料費がかかる場
合があります。保育あり（全回参加で
きる先着10人、900円、要予約）
８月16日10時から直接か電話で。［先
着順］

 今こそ継ごう、多摩魂！パート３
～多摩川音頭から多摩区の歴史を
知り、地域に伝承しよう～

　多摩川音頭の歌詞にある地名を学
び、振り付けや浴衣の着方を体験し、
地域活動に生かすための講座。 10
月12日～11月2日の木曜、9時半～

申し込み方法は市版 5面参照

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）
※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
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 ９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

８月15日から電話で
☎935-3117

検索

［先着順］

多摩図書館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

 ☎935-3400 935-3399

 第 20回読書普及文化講演会
「林望講演会」
　作家・国文
学者の「リンボ
ウ先生」こと
林望氏による
講演会。サイ
ン会も予定。

10月18日
㈬18時半～20時 多摩市民館大ホー
ル 900人 ９月29日(必着)までに往
復ハガキで。［抽選］

 夏のおはなし会
　夏の特別なおはなし会です。保護
者も一緒に入れます。 ８月20日㈰
❶10時半～11時（「ながいでしょ りっ
ぱでしょ」）❷11時15分～11時45分

（大型絵本「くだものいろいろかくれ
んぼ」） 多摩図書館整理室 ❶２歳
くらいから❷３歳くらいから。会場へ
直接。

順]
市緑化センター

〒214-0021多摩区宿河原6-14-1
 ☎911-2177 922-5599

 多肉植物で作るコンテナガーデン
　かわいい多肉植物の寄せ植え作り。

８月30日㈬13時半～15時 同セン
ター 30人 1,000円 ８月16日(必
着)までに往復ハガキで市緑化センター
講習会係。［抽選］

 ミニ苔玉作り
　手軽で簡単に小さな苔玉を作ります。

９月13日㈬13時
半～15時 同セン
ター 30人 800
円 ８月30日(必着)
までに往復ハガキで
市緑化センター講習
会係。［抽選］

　ガイドお薦めのまち歩きモデルコース「多摩自
然遊歩道コース(健脚向き)」を歩きます。
日時　９月10日㈰11時～15時半。少雨決行
集合場所　読売ランド前駅南口改札前
コース　多摩自然遊歩道～市農業技術支援センター
～小沢城跡～薬師堂（「菅の獅子舞」観賞）～ JR稲田堤駅
定員・料金　20人、200円（弁当持参）

８月15日から区役所地域振興課☎935-3132 935-3391。［先着順］

多摩自然遊歩道ウオーキング

日時・場所

対象・定員　区内在住の就学前の子どもと保護者、各日各園２組
費用　１人250円(親子で500円)

各申込開始日の９時から電話で区役所保育所等・地域連携☎935-
3177 935-3276。［先着順］

土渕保育園 生田保育園 菅保育園 申込開始
９月 12日㈫・2１日㈭ ７日㈭・14日㈭ ７日㈭・21日㈭ ８月15日
10月 19日㈭・31日㈫ 10日㈫・25日㈬ 5日㈭・26日㈭ ９月15日
11月 16日㈭・28日㈫ 14日㈫・22日㈬ 2日㈭・30日㈭ 10月16日
12月 ７日㈭・21日㈭ ７日㈭・19日㈫ ７日㈭・19日㈫ 11月15日

登戸駅マルシェ
　多摩川梨など市内産農産物「かわさきそ
だち」や加工品の直売を行います。
日時　８月29日㈫16時～18時。荒天中止
場所　ＪＲ登戸駅改札外自由通路

経済労働局農業振興課☎860-2462 860-2464

「親子でランチ」体験
しませんか？

　親子で保育園に遊びに来ま
せんか。年齢に合ったクラス
で保育と給食を体験できます

 日本民家園とビール工場見学バスツアー
　ボランティアガイドが案内するバスツアー。市場の昼食も楽しめます。
日時　９月26日㈫９時～17時ごろ。荒天中止
集合・解散場所　登戸駅
コース　日本民家園～ NEXCO中日本コミュニケーション・プラザ川
崎～中央卸売市場北部市場（昼食）～サントリー〈天然水のビール工
場〉東京・武蔵野ブルワリー
定員・料金　25人、4,000円(昼食代別途)

８月15日10時から電話でスペース・プラン☎933-0080。［先着順］
区役所地域振興課☎935-3132 935-3391

大人の社会科見学

29年度 磨けば光る多摩事業

場所　多摩市民館（実習室、視聴覚室、第４会議室）
対象・定員　区内在住の障害児（小・中学、高校生）、各コース20人　
講師　アートコース：デコピンa.k.a BOCKY氏(アートパフォーマー )
　　　ミュージックコース：源内氏(ギター講師)

９月８日までに電話、FAX、メールでcanawell(カナウェル)☎930-7078（平日11
時～16時）、090-3223-2739（岩永） 852-8854 info@canawell.or.jp ［抽選］

区役所企画課☎935-3147 935-3391

　障害のある子どもたちが、お絵描きや楽器の演奏などを学び、
来年２月18日㈰に開催する「ファイナル発表会」(多摩市民館大会議
室)のステージに立ち、エンターテイナーとして発表します。
日時

※のみ15時～16時半

アートコース
(全5回)

9月20日、10月18日、11月15日、12月
20日、30年1月17日の16時～17時半

ミュージック
コース(全5回)

9月27日、10月25日（※）、11月22日、12
月27日、30年1月24日の16時～17時

ワクワク、
ドキドキ

伝統の「菅の獅子舞」も鑑賞できる

「障がい児のための夢を
叶えるチャレンジ教室」

参
加
者
募
集

去年の作品

去年の作品
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