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区役所地域振興課☎935-3132検索

写真
NEWS

　園内の一部
をライトアップ
し、幻想的な
夜の古民家の
中で催しを行
います。

11/24㈯、25日㈰夜の民家園
～古民家ともみじのライトアップ～

11月17日㈯ 13時40分～16時
（開場13時10分）

　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。
場所　多摩市民館２階大ホール
出演　［専修大学］混声合唱団カッパコーラス部、［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）
定員　当日先着900人

区役所企画課☎935-3147 935-3391

音楽があなたを待っている

多摩区３大学コンサート

第8回 たま音楽祭
～音楽への想い　この街から～

　ステージを増設し、出演者も29組と大幅にパワーアップ！5つ
のステージで同時進行します。体験教室も多数開催。特別ゲス
トとしてかわさき産業親善大使（就任予定）のyucatも出演。
場所　区役所総合庁舎アトリウム 他

たま音楽祭実行委員会事務局（区役所地域振興課内）
☎935-3131 935-3391

12月1日㈯ 13時～17時15分
(開場12時40分)

出 か け よう！　多 摩 の イ ベ ント
登戸まちなか遊縁地

　土地区画整理事業が進む登
戸で青空ステージの実施や飲食
ブースなどの出店。特設のメリー
ゴーラウンドもやってきます。
時間　12時～18時。荒天中止
場所　登戸1851付近

登戸まちなか遊縁地実行
委員会(代表：黒崎)☎070-
5585-3703。区役所企画課
☎935-3147 935-3391。
詳細は
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第３回かわさき
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　「おいもいろいろ」をテーマに、旬の多品種
のサツマイモやサトイモなどが大集合。サ
ツマイモのお菓子などの限定販売やクリス
マスをテーマにしたグッズづくりも。［KFM
実行委員会主催］
時間　10時～14時。
　　　小雨決行、雨天翌日順延
場所　市緑化センター
詳しくは

市緑化センター☎ 911-2177 922-
5599。区役所企画課☎935-3147 935-
3391

手づくりフラッグでお出迎え 地元の新鮮な野菜が集合

かわさきFarmer’s Market

登戸研究所と水とかがやく
未来館見学ウオーキングツアー

11
29木

　明治大学構内にある「平和教育登戸研究所資
料館」と、長沢浄水場広報施設「水とかがやく未
来館」を巡るウオーキングツアー。昼食は明治大
学の学食。紅葉が美しい生田緑地にもご案内。
時間　9時15分～16時頃。荒天中止
集合　生田駅改札前
コース　登戸研究所資料館～明治大学食堂 
　　　　(昼食) ～長沢浄水場～生田緑地(解散)
定員　30人　
費用　300円　※昼食代別途

11月15日から電話か、参加者全員の住
所・氏名・年齢、代
表者の電話番号を
記入しFAXで区役
所 地 域 振 興 課 ☎
935-3132 935-
3391 ［先着順］

登戸まちなか遊縁地

平和教育登戸研究所資料館

たまなび１日子ども商店街
　大学生が企画した４つの小さな店を区内の小学
生と一緒に出して、イベントを盛り上げます。
時間　12時～16時

区役所企画課☎935-3147 935-3391

同時開催

多摩区役所

登戸東通り
商店街

区役所通り登栄会商店街

向ケ
丘遊
園駅

ココです！

開催場所
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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

日、12月4日、18日の火曜、10時～
11時半、全３回。音楽祭12月19日㈬
15時～15時半 同センター 市内在
住60歳以上50人 100円 11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

　いずれも同センターで。
��お正月を飾ろう

❶縁起物植物を使って毛糸のこけ玉
作り… 12月15日㈯13時半～15時

30人 1,800円。
❷新春のスワッグ作り（植物で作る壁
飾り）… 12月20日㈭13時半～15
時 30人 1,800円。
　 ❶は11月29日、❷は12月5日（い
ずれも必着）までに往復ハガキで。［抽選］

生田緑地東口ビジターセンター
 ☎933-2300 933-2055

��第３回「多摩区」食の祭典
　地域のお店が集まる秋のグルメイベ
ント。 11月25日㈰９時～16時。荒
天中止 生田緑地内・中央広場。詳
細は『「多摩区」食の祭典』で検索。

 区役所企画課
☎935-3147 935-3391

��専修大学生田キャンパス開設
　70周年記念特別展示

　多摩区域が大きく変貌する昭和初
期から昭和20年代までを中心に、学
びのまち多摩区の源流を訪ねます。

11月９日～28日（17日、22日を除
く）、10時～19時（日曜・祝日は16時
まで） 専修大学サテライトキャンパ

申し込み方法は市版 5面参照

多摩市民館
 ☎935-3333 935-3398

] ��【公開講座】平和人権学習
　�「檻の中のライオン」in多摩

　憲法についてわかりやすくお話しし
ます。 1月19日㈯14時半～18時
半 同館 60人 11月27日10時か
ら直接、電話、FAXで。［先着順］

] ��ちっちゃい演劇フェスティバル
vol.10開催

　地域で活動する個人・団体が演劇や
ダンス、朗読などを披露します。
12月9日㈰11時～15時45分 同館

当日先着200人。

多摩図書館
 ☎935-3400 935-3399

��冬のおはなし会
　絵本『まどから★おくりもの』他。
保護者も一緒に参加できます。 12
月９日㈰11時～11時40分 同館
当日先着50人（２歳くらいから）。

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

�いきいき健康フェア
　「骨粗しょう症について」「お薬のはな
し」の講演。 11月28日㈬13時～15
時半 同センター 市内在住60歳以
上 直接か電話で。［事前申込制］
�年末一期一会音楽祭参加者募集

　第九「喜びの歌」（ドイツ語、カタカナ
付き）を歌いましょう。 練習11月27

ス（登戸2130-2 アトラスタワー向ケ
丘遊園２階） 専修大学大学史資料
課☎03-3265-5879

区役所地域振興課
☎935-3132 935-3391

71tisin@city.kawasaki.jp

　いずれも 区役所11階会議室
50人 11月15日から電話、FAX、
メールで。［先着順］
�多摩★まちCafé～身近なところに
　“地域交流の場”をつくろう～

　地域で活動している団体から、カフェ
感覚で話を聞きます。 11月27日㈫
13時半～16時。
�多摩★まち大学～健康づくりと
　地域コミュニティー～

　コミュニティーの豊かさの健康への関
わりについて。講師は辻大士氏（千葉
大学特任助教）。 12月４日㈫14時～
16時。

区役所地域ケア推進担当
 ☎935-3241 935-3276

��チーム・たま第８回市民公開講座
～終の住処、あなたなら何処に～

　地域でみとる在宅医療・介護に取り
組む「チームたま」と共に、今回は「災
害」について考えます。 12月４日㈫
13時半～16時 多摩市民館大ホー
ル。

※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

12月
6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

11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）

　里山ボランティアで爽快な汗を流
しませんか。 ❶11月17日㈯❷
12月1日㈯ ❸12月16日㈰ ❹1月5
日㈯、9時半~昼ごろ 日向山の
森(東生田緑地)集合。❶❸は頂上
広場、❷❹は道具小屋前 日向山
うるわし会事務局(大江原)☎933-
9246(9時～18時)

市民健康の森 活動日時

　落ち葉、ドングリ遊び、竹細工、
焼き芋など、森の中で遊べます。
当日直接。小雨決行。 10時～
12時20分ごろ(受け付け9時45
分) ひなた山の森（東生田緑地）
ぼっこ広場集合 50人（小学生低
学年以下は保護者同伴） 200円

日向山うるわし会事務局(大江
原)☎933-9246（9時～18時）

ひなた山の森で
自然と遊ぼう！

12月１日は世界エイズデー稲城市・多摩区ふれあい
「あるくマップ」ウオーキング

　稲城市・多摩区のスポーツ推進委員と約10kmのコースを歩き
ます。飲み物、タオル各自持参。詳細は区HPで。　
時間　９時～12時半ごろ。雨天中止
集合　8時15分から8時45分までに稲城市大丸
公園(南多摩駅から徒歩5分)　解散　稲城長沼駅

区役所地域振興課☎935-3148 935-3391

　飼い主としてのルールを再確認しましょう。
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！～

　　 ❶登録と狂犬病予防注射 ❷散歩 ❸正しい知識としつけ
　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。人をか
んでしまったときは、衛生課に届け
出てください。

区役所衛生課☎935-3306 935-3394

　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。

　必ず引き綱（リー
ド）をつけ、ふんは持
ち帰り、尿は水で流
すなど適切に処理し
ましょう。

　プロバスケットボール「Ｂリーグ」の
ホームゲームに招待します。
日時　12月28日㈮19時５分試合開始
　　　12月29日㈯16時５分試合開始
　　　※いずれもシーホース三河戦
場所　とどろきアリーナ
対象・定員　区内在住で各試合100人
(1～4人で申し込み可)

12月14日(必着)までに往復ハガキで❶氏名・ふりがな❷住
所❸電話番号❹希望日❺観戦人数を記入し〒212-0013幸区堀
川町580番地ソリッドスクエア東館4階㈱DeNA
川崎ブレイブサンダースチケット部多摩区民招待
受付担当か応募用HPで。［抽選］

区役所地域振興課☎935-3118 935-3391

川崎ブレイブサンダースホームゲーム区民招待

©KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

応募用HP

　多摩消防
署宿河原出
張所は、老
朽化と救急
隊増隊のため、庁舎を解体し同場所
に新庁舎を建設します。
場所　宿河原3-12-1　
工事期間（予定）　12月～32年２月
その他　工事中、宿河原出張所は、
多摩消防署本署で業務を行います

多摩消防署予防課
☎933-0119 922-8161

多摩消防署宿河原出張所
改築について

完成イメージ図

��思いっきり外遊び
　広場で走り回り、ターザンロープ、
落ち葉プールで思いっきり外遊びをし
てみませんか。木の実工作、昔遊び
など。着替え、タオル、飲み物など
各自持参。 12月８日㈯10時～14
時※雨天中止 生田小学校下校庭。
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　エイズのまん延防止と差別・偏見を解消
するため、啓発活動を実施します。
日時　12月１日㈯13時～17時　
場所　区役所１階アトリウム
内容　ポスター展示、パンフ
　　　レット・啓発品の配布
●HIV即日１日検査(事前予約・匿名）
日時　11月28日㈬❶９時～10時45分(定
員８人)❷13時半～15時45分(定員10人)
場所　区役所保健福祉センター
　　　１階第４相談室

11月19日から電話で区役所衛生課
☎935-3310 ［先着順］
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