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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。
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区役所地域振興課☎935-3132検索

写真
NEWS 　二ケ領用水の

桜と電車をつない
だ作品です。 あ
なたも暖かい日差
しを浴び、お気に
入りの写真を撮っ
てみませんか。

フォトコンテスト入賞作品
「電車のある風景」

宿河原駅至登戸駅
のぼりと
スイミング
クラブ前

長尾

長尾台
地区

長尾小学校前

延命地蔵尊前

あじさい寺

森林公園北口前

JR南武線

既存バス停
新設バス停
既存経路
新設区間

久地駅

　地域の要望を踏まえ、既存の
路線を長尾小学校方面へ一部拡
大し、あじさい号の利便性が向
上します。
変更運行開始日　4月1日㈪（予定）
新設経路　久地駅扌長尾小学校
前扌あじさい寺、登戸駅扌長尾
小学校前扌あじさい寺（途中のバス停は右図参照）　
新設バス停　長尾、延命地蔵尊前、森林公園北口前、長尾小学校前、
のぼりとスイミングクラブ前

まちづくり局交通政策室☎200-2034 200-3970

長尾台地区コミュニティバス
「あじさい号」の運行経路変更のお知らせ

　ガイドとともに桜の名所を散策し、伝
統工芸館で藍染め体験、大型農産物直売
所「セレサモス」で新鮮な野菜も購入でき
るバスツアーです。荒天中止。
集合場所　久地駅前
コース　二ケ領用水宿河原堀→緑化セン
ター→伝統工芸館で藍染め体験→枡形山展望台→（昼食：旭鮨総本店）→麻
生川→セレサモス→登戸駅　定員・料金　25人、4,100円（藍染め体験料
金、昼食代、保険料、資料代など）

３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

藍染め体験＆
桜を巡るバスツアー

4月3日㈬
9時〜16時半ごろ

　桜の名所として知られる二ケ領用水宿河原
堀を、ガイドが解説しながら歩きます。世界
で最も進んだ印刷機器のある新聞印刷工場も
見学します。荒天中止。
集合場所　南武線登戸駅改札前
コース　せせらぎ館→常照寺→二ケ領用水宿河原堀→緑化センター→徒
然草の碑→日経東京製作センター川崎工場→久地円筒分水→津田山の桜
並木→久地駅　定員・料金　30人、300円（保険料、資料代）

3月15日10時から電話か、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］

桜の二ケ領用水と
新聞工場を訪ねるツアー

4月1日㈪
9時〜16時ごろ

ガイドマップとガイドブック
２０１９年版配布中

春の訪れとともに、多摩区の春を感じるイベントに参加してみませんか。

二ケ領用水の桜

　区内の見どころ、お役立ち情報が満載。区役所
や出張所、行政サービスコーナーなどで配布中。

区役所地域振興課☎935-3239 935-3391
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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

再発見・発信のための「フォトコンテス
ト」（専修大学商学部・渡辺達朗ゼミ）
や3Ｄスキャナー活用による日本民家
園の魅力発掘・発信事業（明治大学理
工学部・田中友章研究室）について。

３月15日㈮15時半〜17時(開場15
時) 区役所6階防災センター（事務局
室） 当日先着20人。

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

��「青春の歌声喫茶」
　1960〜70年代のヒット曲、フォーク
ソングをピアノ、バイオリンの生演奏
で歌いましょう。 3月27日㈬❶10時
〜12時❷13時半〜15時半 60歳以
上、各80人 同センター3階ホール

100円 3月15日9時から本人が直

申し込み方法は市版 5面参照

 区役所企画課
 ☎935-3147 935-3391

��磨けば光る多摩事業報告会・提案会
　市民活動団体と区が協働で実施した
活動報告会と新年度の事業選定に向
けた公開プレゼンテーションを行いま
す。 ❶30年度事業報告会…３月18
日㈪10時〜12時(開場9時40分)❷31
年度事業提案会…4月14日㈰13時半
〜 (開場13時15分) ❶区役所１階講
堂❷区役所６階601会議室 いずれも
当日先着20人。
��30年度大学・地域連携事業報告会

　大学が地域と連携して行った取り
組みを報告します。地域資源の魅力

接か電話で（❶❷のいずれかのみ）。［先
着順］

区役所地域振興課
 ☎935-3132 935-3391

] �多摩★まちCafe開催～身近なところに
“地域交流の場”をつくろう！　パートⅡ～

　地域で気軽に集い、悩みの相談や
情報交換ができる地域カフェ。今回
は、区内で町内会・自治会が運営に関
わっているカフェなどの3事例を紹介
します。 3月20日㈬13時半〜16

※会場は区役所1階歯科相談室。車での来場はご遠慮ください

健診案内 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）

時（開場13時） 区役所6階601会議
室 当日先着50人。

多摩市民館
 ☎935-3333 935-3398

] ��第17回たまたま子育てまつり
　�実行委員募集

　9月15日㈰開催の「たまたま子育て
まつり」を企画・運営し、一緒に盛り上
げませんか。詳細は同館で配布中の
チラシをご覧ください。 随時受け
付け中。本人が直接、電話、FAXで。

第１９回統一地方選挙 期日前投票

31年度「ママとあそぼうパパもね」 多摩区のさまざまな魅力を伝えよう！
～多摩区観光ボランティアガイド研修～

投票できる人　区の選挙人名簿に登録されている人。ただし、
投票には住所要件を満たしていることが必要です。市外へ転
出した人は、お問い合わせください。

※生田出張所は、庁舎建て替え工事のため仮庁舎に移転しています
※3月30日、31日、４月４日〜６日は混雑が想定されます
※車でのご来場は渋滞など地域交通に影響がありますので、公共交通機
関をご利用ください

区選挙管理委員会☎935-3128 935-3391

　家庭で育児をしている保護者と未就学児を対象に、月に1度（５・８・９月
を除く）開催しています。
内容　手遊び、体操、栄養士などの育児相談　定員　当日先着各５０組

区役所保育所等・地域連携☎935-3177 935-3276
※詳細は区HP内の「こそだてｗｅｂ」で

　歴史や神社仏閣だけではない、さまざまな魅力を伝えるヒントを、横浜市
の事例を基に学びます。また、開館20周年を迎える岡本太郎美術館の魅
力を探ります。研修終了後は、ボランティアガイドとして活動できます。
日時　❶３月27日、❷３月28日、いずれも13時〜15時
場所　❶は区役所1階講堂、❷は岡本太郎美術館　人数　20人
講師　横浜シティガイド協会会長　玉田三輪子氏、岡本太郎美術館職員

３月15日から直接か電話、または氏名、年齢、電話番号、応募
理由を記入しFAXかメールで区役所地域振興課☎935-3132 935-
3391 71tisin@city.kawasaki.jp［先着順］

　区民の皆さんを川崎ブレイブサンダー
スのホームゲームに招待します。コートが
近く、スピード感のある試合が魅力です。
チアや音楽・光の演出、アリーナグルメな
どもお楽しみいただけます。
日時　❶4月13日㈯18時5分試合開始
　　　❷4月14日㈰16時5分試合開始
対戦　新潟アルビレックスBB
場所　とどろきアリーナ
対象　区内在住で各日100人

３月29日(必着)までに往復ハガキに❶氏名・ふりがな❷住所❸電話番号
❹希望日（複数選択可）❺観戦人数(4人まで)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、または応募用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

期日前投票所 期間（土曜、日曜含む） 時間
区役所11階会議室 3月22日㈮〜4月6日㈯ 8時半〜20時（昼

休みの時間中も
投票可）

生田出張所
2階会議室 3月30日㈯〜4月6日㈯

※3月22日〜3月29日は県知事選挙のみ投票できます
※3月30日からは市議会議員選挙・県議会議員選挙・県知事選挙の3つの
投票ができます
※4月6日㈯は区役所１階講堂でも投票できます

会場 備考
菅地区 菅こども文化センター

※６・7月は、地域子育て支援センター「宙
そら

」）
主に第３木曜
10時〜11時半

登戸地区 KFJ多摩すかいきっず 主に第2火曜
10時〜11時半

生田地区 生田道院（生田7-10-20） 主に第2木曜
10時〜11時半

3月、4月は区民課窓口が混雑します

3/30㈯も臨時に窓口を開設します

　引っ越しシーズンで窓口が大変混雑します。
時間に余裕を持ってお越しください。
★朝の時間帯が比較的すいています。
混雑状況は区HP「区民課窓口の混雑状況」から確
認できます。

開設時間　8時半〜12時半　取り扱い業務などの詳細は市版4面参照
窓口　区役所区民課、保険年金課（国民年金手続きを除く）

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900
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日 月 火 水 木 金 土
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３月の混雑予想 4月の混雑予想

健診名 日程 受付時間 対象・内容など ［先着順］

１歳児
歯科健診

4月4日 
㈭ 9時〜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、30人

3月15日から
電話で
☎935-3117

4月7日㈰
執行
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