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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

　多摩区の魅力を伝
える写真を募集中。
詳細は区版2面をご覧
ください。 写真は昨
年の入賞作。

写真
募集中！

写真
NEWS10

生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300 933-2055

　　　生田緑地西口広場が、一日限りのカラフルで
おしゃれなピクニックマルシェに大変身。あなた色のピ
クニックを見つけに行きましょう。
時間　10時～15時　※荒天中止
場所　生田緑地西口広場（岡本太郎美術館裏）

　   ピクニックマルシェ

のイベント特集

地方の特産品、新鮮野
菜、パン、地ビール、ワ
インなど飲食物の販売

紙とんぼづくり、藍
染体験、輪ゴムブレ
スレットづくりなど

イベントの詳細は、 検索
区役所地域振興課☎935-3132 935-3391

　スポーツ推進委員と生田緑地中心のコース(約6㎞)
を歩きます。
時間　 ９時～12時半ごろ。当日直接
　　　※荒天延期11月5日㈰
集合場所　 ８時45分までに宿河原八幡宮神社、
　　　　　飲み物、タオル持参

区役所地域振興課☎935-3134 935-3391

稲城市・多摩区連携ウオーキング

先着200人に

ピクニックタウン

ロゴ入り風船 

プレゼント

　食、スポーツ、芸術…。多摩区の秋は、おいしい、楽しいが
てんこ盛り。イベントをチェックして出かけましょう！

　　　　　　歌舞伎公演、むかし遊び、民具着用体験な
どが催され、民家園が一年で最もにぎわいます。
場所　日本民家園

民家園まつり-無料入園日-

　国指定重要民俗文化財の旧船越の舞台で行う歌舞伎公演。移築
後初の廻り舞台を使用した演出に挑戦します。※雨天時変更あり
時間・場所　13時半～14時半、旧船越
の舞台
定員　当日先着300人　※10時から民
家園正門前で観覧券を販売、１人２枚まで
料金　一般1,000円、学生・子ども500円
出演　秋川歌舞伎あきる野座

日本民家園☎922-2181 934-8652

＜おすすめ！＞  歌舞伎公演「三人吉三巴白浪　両国橋西川岸の場」ほか

113 祝
9時半～
16時半

　大学生の若さと個性あふれる演奏が人気です。大学のオリジナルグッズがもらえる
クイズ大会も。当日先着900人。
場所　多摩市民館２階大ホール
出演　（専修大学）三曲研究会、（明治大学）
W
ウ イ ン ド

ind O
オ ー ケ ス ト ラ

rchestra、（日本女子大学）しゅわ
クローレ（「フォルクローレ愛好会」と「手話
サークルあやとり」の混合グループ）

区役所企画課☎935-3147
935-3391

多摩区３大学コンサート
　気軽に質の高い音楽を楽しめるコンサート。今回のテーマは

「チェロの心と秋の空」です。
場所　 区役所１階アトリウム
出演　175トリオ
　　　（チェロ：丸山朋文、バイオリン： 
　　　白井麻友、ピアノ：桐榮哲也）
曲目　夢のあとに、赤とんぼ 他

区役所地域振興課
☎935-3132 935-3391

第５６回たま
アトリウムコンサート㈬

12時～
12時40分10/18 ㈯

14時～16時半
（開場13時半）11/11

「多摩区」食の祭典 検索

1015
9時～16時

日 　地域のお店が集まる秋の
グルメイベントです。豊かな
自然に囲まれて、おいしい秋
を満喫しよう！　※荒天中止
場所　生田緑地内・中央広場当日先着

200人に
「たまこんにゃく」
プレゼント

1029日

1112
10時～15時

日

材料(4人分)レーズン入り食パン6枚切り4枚、焼き芋1本、バター10g、はち
みつ適量／水切りヨーグルト…プレーンヨーグルト400g、塩1つまみ、レモン
汁適量／フレンチトーストの卵液…牛乳200cc、卵2個、砂
糖大さじ2
作り方①ボウルにキッチンペーパーを敷いたざるを置きヨーグ
ルトを入れる。何回かキッチンペーパーを交換し、12時間超
置き、塩とレモン汁を入れる。②ボウルに卵、牛乳、砂糖を
入れ溶きほぐす。③バット等に4等分に切った食パンを並べ、
②を流し入れ、両面に染み込ませる。④フライパンでバター
を溶かし③を並べ、焦げ目がつくまで両面焼く。⑤④に1cm
に輪切りにした焼き芋をのせ、①とはちみつを塗って完成！

リッチなデザート
のような味わいが
魅力！

オリジナルサンド
レシピ

『フレンチな！？
焼き芋トーストサンド』

（ピクニックサンドレシピコンテスト入賞）

designed by
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10月22日㈰川崎市長選挙の期日前投票

募集部門　❶風景じまん❷仲間たち（人、動植物など）❸おもしろスポット
応募作品・サイズ　印刷物（六切またはA4サイズ）かデータ（解像度2MB以上推
奨）のどちらか、１人２枚まで。詳細は

10月16日までに郵送かメールで、応募部門、作品タイトル、住所、氏名、
メールアドレス、電話番号を記入し〒214-8565多摩区西生田1-1-1日本女
子大学人間社会学部情報教育研究室☎952-6792 sakulabo@fc.jwu.ac.jp

区役所企画課☎935-3147 935-3391

　３部門で多摩区の魅力いっぱいの写真を募集します。応募作品は、10月
21㈯～22日㈰開催の「日本女子大学 日

ひ め の

女祭
さい

」で展示・投票を行います。

　仕事やレジャーなどで選挙当日に投票所に行けない人は、
期日前投票所（下表）をご利用ください。

区選挙管理委員会☎935-3128 935-3391

　サクラボ　フォトコン 検 索

できていますか？飼い主としてのルールを再確認しましょう

❶10月15日㈰❷11月4日㈯、い
ずれも9時半～昼ごろ 日向山の森

（東生田緑地）。集合場所❶頂上広
場❷道具小屋前 日向山うるわし会

（大江原）☎933-9246（９時～18時）

　里山ボランティアで爽快な汗を流
しませんか。

市民健康の森 活動日時

実施団体：日本女子大学サクラボ

読書活動紹介展示　多摩区の読書活動の紹介、おすすめ絵本の展示。10月21日㈯～29日㈰９時半～16時。多摩図書館整理室、当日直接。 多摩図書館☎935-3400

ター１階講堂 子どものぜんそく・アレ
ルギーに関心のある30人(保育あり)
10月16日から直接か電話で。［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　

��近代文学に親しむ講座
　正岡子規の短歌・俳句・随想を鑑賞
します。 10月30日㈪13時半～
15時半 同センター３階ホール 60
歳以上の80人 50円 10月16日９
時から直接か電話で。［先着順］
��日本と西洋を繋

つな

いだ美術講座
　❶西洋美術におけるジャポニズム
❷北斎と広重 ❶11月13日㈪❷11
月20日㈪、いずれも13時半～15時
半 同センター３階ホール 60歳以
上の50人 200円 10月25日９時
から直接か電話で。［先着順］

多摩市民館
 ☎935-3333 935-3398

�ダンスワークショップ参加者募集
　体で思いを表現する方法を学び、
12月３日㈰の「ちっちゃい演劇フェスティ
バル」で舞台デビューします。 11月
23日㈷と25日㈯14時～16時45分、
24日㈮18時～20時45分 多摩市民
館 20人 1,000円程度 10月20
日までに直接、電話、FAXで。［抽選］

多摩図書館
 ☎935-3400 935-3399

�秋のおはなし会
　保護者も一緒に入れます。 10
月29日㈰❶10時半～11時、大型絵
本「ねずみのえんそく もぐらのえんそ
く」など❷11時15分～11時45分、
大型絵本「おかしなかくれんぼ」など
多摩図書館整理室 ❶２歳くらいから
❷３歳くらいから。当日直接。

順]

多摩区社会福祉協議会
〒214-0014多摩区登戸1763

 ☎935-5500 911-8119
tamaku@csw-kawasaki.or.jp

�食と心を支えるフードバンクを学ぶ
　企業や個人から食品などを譲り受
け、生活に困っている人に無償提供
するフードバンク。区内の現状につ
いて聞き、意見交換します。 講師:
高橋実生氏（フードバンクかわさき代
表）。 11月９日㈭14時～16時 多
摩市民館大会議室 区内在住・在勤
の50人 11月２日までに直接、電話、
FAXで。［抽選］

�高齢者施設ボランティア入門講座
　ボランティア体験もできる実践的な講
座です。 ❶講座…10月16日㈪13時
半～16時半、❷体験…10月下旬～11
月上旬、❸まとめ…11月13日㈪13時半
～15時 ❶❸は福祉パルたま、❷は区
内の老人福祉施設 100円 直接、電
話、FAX、メールで。［事前申込制］

市消防防災指導公社
 ☎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。 11月13日㈪13時半～16
時半 多摩消防署 30人 800円。
受講者に修了証を交付 10月30日９
時から電話かFAXで。［先着順］

検診名 日程 受付時間 対象・内容・費用など ［先着順］

１歳児
歯科健診

11月
２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

10月16日か
ら電話で
☎935-3117

※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

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）

～感染ルートを知り、感染予防に努めましょう～

テーマ ❶地域の寺子屋を知ろう ❷こんな支え合い活動を始めました

日時 10月31日㈫14時～16時20分
(開場13時半)

11月14日㈫14時～16時20分
(開場13時半)

場所 区役所６階601会議室 区役所11階会議室
定員 40人程度（事前申込優先） 50人程度（当日直接）

期日前投票所 設置日時
多摩区役所11階会議室 10月９日㈷～10月21日㈯の８時半～

20時 ※土・日曜、祝日も投票できます生田出張所３階大会議室

丘の上カフェ (認知症カフェ)

ノロウイルスにご用心！

フォトコンテスト作品募集！

多摩★まちcafe(カフェ)
　専門家を交えた、認知症に関心がある人の交流の場です。
日時　10月31日㈫10時～12時(開場９時半)
場所・定員・費用　区役所６階会議室、当日先着70人、100円
講演　「身近な人に認知症が始まったら」
講師　五島シズ氏(認知症ケアアドバイザー )

丘の上カフェ実行委員会☎090-6314-5332(町田)、
区役所企画課☎935-3147 935-3391

・手に付いたり舞い上がったりしたウイルスが口に入り感染
・感染した人が調理した食べ物を食べることで感染
・汚染された井戸水やカキなどの二枚貝から感染
・手の甲、指先、爪や指の間などもしっかり洗う
・ 便やおう吐物は袋などで密封し、塩素系漂白剤で消毒（アル
コール消毒では効果が不十分です）

・食品は中心温度85度以上で90秒以上加熱
区役所衛生課☎935-3310 935-3394

　テーマに関連する活動団体(３～４団体)の話を聞き、カフェのよ
うな雰囲気の中でグループに分かれて参加者同士で交流します。

❶は電話、FAX、メールで区役所地域振興課☎935-3148 935-
3391 71tisin@city.kawasaki.jp

区役所保育所等・地域連携
☎935-3177 935-3276

��保育園展
　区内保育施設に通う０～４歳児の
作品を展示します。各園紹介リーフ
レットも用意しています。 10月18
日㈬16時～25日㈬15時、26日㈭
16時～11月２日㈭15時 区役所１
階アトリウム。詳細は区HPを参照。

市緑化センター
〒214-0021多摩区宿河原6-14-1

 ☎911-2177 922-5599

�小菊の玉作り、小菊盆栽
　伝統の小菊作りを学びます(講義の
み)。 10月28日㈯13時半～15時

同センター 30人 200円 10月
14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］

区役所地域支援担当
 ☎935-3294 935-3276

�ぜんそく・アレルギー講演会
　専門医の話を聞いて日頃の悩みを
相談しませんか。講師:松田健志氏(あ
べともこ こどもクリニック) 11月16日
㈭10時～11時45分 保健福祉セン

申し込み方法は市版 5面参照

We
♥
多摩区

選挙マスコット
「イックン」

「丘の上カフェ」
は通常毎月１回
三田地域で開い
ています。詳細
はお問い合わせ
ください。

29年度磨けば
光る多摩事業

主な感染
ルートは
３つ

予防
方法

犬の登録
狂犬病予防注射(年１回)

　法律で定められた飼い主の義務です(屋内犬を含
む)。鑑札・注射済票は首輪などに装着しましょう。

お散歩ルール 　必ず引き綱(リード)を付け、ふんは持ち帰り、尿は
携帯した水で流すなど適切に処理しましょう。

正しい知識としつけ
　習性や犬種の特性、犬の病気や感染症の知識を持ち、
責任を持ってしつけと管理をしましょう。人をかんで
しまった時は、衛生課に届け出てください。

区役所衛生課☎935-3306 935-3394

犬の飼い主のみなさんへ ～ルールを守って
楽しいペットライフ！～

あなたは多摩区
のどこが好き？


