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区役所地域振興課☎935-3132検索

写真
NEWS 　「障がい児の

為の夢を叶え
るチャレンジ
教室」で製作
した絵です。
区役所1階ア
トリウムにて
展示中。

みんなで描きました！

　多摩区は24年度から6年連続で、神奈川県の「自転車交通事故多発地
域」に指定されています。自転車事故は交差点で多く発生し、原因の多く
はルールを無視した一時不停止などの交通違反です。また、朝夕の通勤
通学時間帯に多く発生しています。

！
　５月は自転車マナーアップ強化月間です。正しいルールと
マナーを守り自転車の安全運転を心掛けてください。
区役所危機管理担当☎935-3135 935-3391

　スタントマンが交通事故現場を再現することで、事故の恐ろしさを知り、
交通安全の正しい知識を身につける交通安全教室を開催します。
日時　5月25日㈮14時～15時
　　　雨天延期
場所・定員　南菅中学校、当日直接、

先着100人
区役所危機管理担当

☎935-3135 935-3391

多摩区は自転車事故の多いまち！

交通事故、間近で再現
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神奈川県

人身交通事故に占める自転車関連事故の割合の推移

こんな運転ダメ！ ゼッタイ！
～自転車にも罰則があることを知っていますか?～

多摩警察署☎ 922-0110

スマホながら運転
イヤホンや傘差し運転も
罰則対象です
3カ月以下の懲役
または5万円以下の罰金

5万円以下の罰金

夜の無灯火運転
暗くなる前に早めに点灯！

5年以下の懲役
または100万円以下の罰金

酒酔い運転
飲酒した後の運転は
やめましょう

あぶないっ 自転車事故

　区の豊かな自然環境を生かし、「ピクニック」を通じて多
世代の人がつながり、まちを活性化する取り組みです。

生田緑地ばら苑
記念コンサート開催

かわさきF
フ ァ ー マ ー ズ

armer’s M
マ ー ケ ッ ト

arket

　500種を超えるたくさんのバラに囲まれ、心弾ませる
音楽をゆったりとお楽しみください。詳しくは区HPまで
日時　5月19日㈯11時30分～16時

区役所地域振興
課☎935-3148
935-3391

　新鮮な朝採れ野菜、パン、和菓子、地ビールなど地元のおいしい食べ物や飲み物を楽しめ
ます（KFM実行委員会主催）。ゆったりとピクニックをしながら地域の魅力を発見できます。 
日時・場所　6月2日㈯10時～15時、市緑化セン
ター※雨天の場合、6月3日㈰に順延（再度の順延
はなし）。順延の場合は野菜の販売はありません
ピックアップ情報
・上生菓子づくり、葉っぱを使った父の日メッセー
ジカードづくりなどのワークショップ

市緑化センター☎911-2177 922-5599
区役所地域振興課☎935-3132 935-3391

写真提供：井上さゆり 生田緑地ばら苑で行われたコンサートの様子
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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

接か電話またはＦＡＸで。［先着順］
 「たま・くらす～自分を大切にできる

ママになろう～第 1弾～」
　女性が、自身のスキルや趣味を生
かせる道を考えていく講座。地元の
ママ講師に活躍のきっかけを伺いま
す。 7月5日～7月19日の木曜、
10時～12時、全3回 多摩市民館

20人。保育あり（先着10人、800
円、要予約） 5月28日10時から直
接か電話で。［先着順］

区役所企画課
☎935-3147 935-3391

 ゴーヤーの種子を配布します
　ゴーヤーを育てて、緑のカーテンを
作ってみませんか。５月上旬から(日程
が決まり次第、区ＨＰでお知らせしま
す)区役所１
階総合案内
で。200袋(１
人１袋まで)。

［先着順］

健康福祉局庶務課
☎200-2500 200-3925

 第23回ふくしまつり
　福祉クラブ生活協同組合による模
擬店や福祉活動の紹介、チャリティー
イベントなど。 6月3日㈰10時半～

乳食のちょっとしたこつを学んでみま
せんか。骨密度測定もあります。
6月19日㈫13時15分～15時 区役
所保健福祉センター講堂 ７～１１カ
月ぐらいまでの子どもと保護者。20
組 5月18日から電話で。[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

  近代文学講座
　～明治期の新しい文学～

　明治維新とともに、西欧文化の影
響を受けた4人の有名作家作品を鑑
賞します。講師：鈴木寅雄氏。 ❶5
月30日(樋口一葉)❷6月6日(島崎藤
村)❸６月13日(伊藤左千夫)❹６月20
日(国木田独歩)いずれも水曜。13時
半～15時半、全4回 同センター３
階ホール 200円 60歳以上、各
80人 ５月15日９時から直接か電話
で。［先着順］

申し込み方法は市版 5面参照

区役所保育所等・地域連携
☎935-3177 935-3276

  「いっしょに あ・そ・ぼ！」
　たまっ子ノート配布中

　区内保育園の園庭
開放、絵本の貸し出
しなど、地域の人が
参加できるプログラ
ムの情報を掲載して
います。区役所や地
域子育て支援センター、各保育園に
あります。

多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

 ☎935-3333 935-3398

 「相撲から地域の魅力を再発見」
　昨年5月に全国高等学校相撲金沢
大会で団体戦３位に輝いた県立向の
岡工業高校（堰）相撲部の見学などを
通じて、区の魅力を再発見し、地域
で活躍できるようになるための講座
です。 7月5日～8月2日の木曜、
主に10時～12時、全5回 多摩市
民館 おおむね50歳以上20人
100円程度 5月23日10時から直

14時 稲田公園（菅稲田堤２-９-１）で。
当日直接。荒天中止 福祉クラブ
生活協同組合☎045-547-1400
045-547-1414。

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

  お話し相手 (傾聴)ボランティア
　入門講座

　相手の話に心を傾けて「聴く」大切さ
を学びます。 6月20日～7月11日
の水曜、13時半～16時、全４回
福祉パルたま研修室 区内在住・在学
の30人 500円 ６月７日17時まで
に直接、電話、FAXかメールで。［抽選］

区役所地域支援担当
☎935-3117 935-3276

  離乳食で見直そう！家族の食事
　家族が健康でいるための食事と離

※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

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

6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

5月15日から
電話で
☎935-3117

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）

ふれあい
ウオーキング

　 紫
あ じ さ い

陽花と義経史話を巡る
　　歴史探訪のバスツアー

蚊の発生を防いで快適な夏を！

　普段、見過ごしがちな風景を観賞し、
会話も楽しみながら歩きませんか。
日時　6月10日㈰8時45分～12時半ご
ろ。雨天時は17日㈰に延期
集合場所　生田出張所旧庁舎（生田小
学校下校庭）裏、予約不要
コース　生田出張所旧庁舎→農業技術
支援センター→寿福寺→小沢城址→薬
師堂→稲田公園(解散）。約6km
※コースは一部変更する場合がありま
す

区役所地域振興課☎935-3148
935-3391

　多摩・麻生のあじさい寺と、義経秘話が残る名所を
歴史観光ガイドとバスで巡ります。昼食は新百合ケ丘
の名店旭鮨で。ＪＡセレサモスで地産野菜の買い物も。
日時・集合場所　6月18日㈪9時半～16時半ごろ、登
戸駅多摩川口エスカレーター下（市立多摩病院側） ※荒
天中止
コース　妙楽寺→二枚橋→法雲寺→昼食→ＪＡセレサ
モス→九郎明神社→浄慶寺→新百合ケ丘駅→登戸駅
定員　 24人（最少催行人数20人）
料金　 4,800円（バス代、昼食代込み）

5月21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

　ジカ熱、デング熱など蚊が媒介する感
染症をまん延させない環境を作るため、
家の周りでの蚊対策に取り組みましょう。
①カントリー（缶取り）作戦！ 
たまり水にボウフラ（蚊の幼虫）が発生します。放置さ
れた空き缶などは廃棄しましょう。 
また、植木鉢の受け皿などは、週に１度はひっくり返
して水がたまらないようにしましょう！
②剪

せ ん て い

定必笑（先手必勝）！ 
やぶや草むらを刈り取り、蚊の潜み場所をなくしま
しょう！
③あなたの手足が危ない？！ 
庭や公園に長くいると蚊が寄ってきます。長そで長ズ
ボンで防ぎましょう！

区役所衛生課☎935-3310 935-3394

生田緑地へ行こう！

　生田緑地の菖
しょう

蒲
ぶ

園では、例年5月
下旬～6月上旬
にかけて、ハナ
ショウブが見頃
を迎えます。

生田緑地東
口ビジターセン
ター
☎933-2300

933-2055
約2,800株のハナショウ
ブが咲き誇ります

ハナショウブは、
もうすぐ！！ 　新緑が気持ちいい生田緑地の他、リニューアルされた

ばかりの「ＮＥＸＣＯ中日本コミュニケーションプラザ川崎」
で、交通状況がリアルタイム表示されている大型モニター
などを見学します。
日時・集合場所　6月15日㈮9時～16時、向ケ丘遊園駅南
口 ※荒天中止
定員・料金　30人、800円（日本民家園入園料など）、市
民65歳以上300円

5月15日10時から電話かＦＡＸ（参加者全員の住所・
氏名・年齢、代表者の電話番号を記入）で区役所地域振興
課☎935-3132 935-3391。［先着順］

講座名 日程 定員 費用 締め切り
植物の殖やし
方～挿し木、
挿し芽編～

7日㈭ 30人 400円 5月23日㈬
まで

自宅で簡単♪
ハーブの楽し
み方（初級編）

13日㈬ 30人 800円 5月29日㈫
まで

多肉植物で作
るリース作り 24日㈰ 30人 2,700円 6月7日㈭

まで

時間　13時半～15時
締め切り日(必着)までに往復ハガキで〒214-

0021多摩区宿河原6-14-1市緑化センター☎911-
2177 922-5599。［抽選］

緑化センター
6月の講習会情報

生田緑地とその周辺を歩く


