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TARO鯉写真
NEWS

　５月２日㈬～６
日㈰には、岡本
太郎美術館母の
塔広場に登場し
ます。雨天中止。
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区役所地域振興課☎935-3132検索

これからも住み続けたいと実感できるまちづくりを
区民の皆さんと協働して実施しています。
区役所企画課☎935-3147 935-3391

　“ピクニック”をキーワードにした魅力発信や音楽・ス
ポーツ活動を通じ、訪れる人も住む人も楽しむことの
できるまちづくりを進めます。

　認知症サポーター養成講座や地域特性に応じた多世代で支え
合う地域づくり、健康づくり・介護予防を進めます。

音楽を通じたまちづくり
　「たまアトリウムコンサート」、「生田
緑地ばら苑60周年コンサート」、「たま
音楽祭」などにより、まちのにぎわい
や地域交流の活性化を推進します。

地域交流の場づくり
　多世代が集えるイベントなどを行って
います。また、地域でも「地域カフェ」や
認知症の人や家族が集える「認知症カ
フェ」を自主的に立ち上げています。

観光ボランティアガイド　
　市民による観光ボランティアガイドが、地元ならではの目線で
案内し、区の新たな魅力の発信に貢献しています。

　開苑60周年を迎えるばら苑にちなんだワークショップ
付きウオーキング。ばら苑ではガイドの解説もあります。
日時　５月22日㈫９時半～15時頃。荒天中止
コース　向ケ丘遊園駅南口（集合）→生田緑地ばら苑→
　　　　市緑化センター (ワークショップ)
定員・料金　30人、1,800円（受講料、材料費、保険
料込。昼食各自）※はさみを持参
４月16日から電話かFAXで参加者全員の住所・氏

名・年齢、代表者の電話番号を記入し区役所地域振興
課☎935-3132 935-3391。［先着順］

●災害に強く安全で安心できるまちづくり(５事業、約519万円)
　総合防災訓練や防災フェアなどによる防災力の強化、交通
安全教室などによる交通事故の防止を推進します。
●たまっ子を区民みんなで育てるまちづくり
　(７事業、約1,100万円)
　地域全体で子ども・子育てを支援する取り組みを進め、子育
て不安を解消できる体制を強化していきます。
●市民自治を一層進める地域人材によるまちづくり
　(８事業、約1,832万円)
　地域で活躍する新たな人材育成・発掘を行いながら、区民主
体の取り組みを支援し、区内３大学と地域の交流を促進します。

（認知症カフェ関係者の声）
一人一人の持っている力は
限られています。それぞれが
できることを出し合って、な
るべく多くの人が関わり合
いながら、これからも活動し
ていきたいです。
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わいと魅力あるまちづくり
（10事業、約2,219万円）

安心して暮らせる地域福祉・健康のまちづくり
（４事業、約385万円）

プリザーブドフラワーの
ワークショップ×ウオーキング♪
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区内の地域カフェ・
認知症カフェマップ

（一例） 認知症カフェ

❶コミュニティカフェこんふぉ～る
多摩区菅仙谷2-9-1
時間　10時半～16時(平日のみ)

☎712-4438

❷生きいきサロン
多摩区菅北浦3-4-10 
アイリスコート103号
時間　13時半～15時
　　　(第１、２、４木曜)
　　　11時半～13時半
　　　（第３木曜のみ）
　　　…ランチ会

☎090-5325-2846
(片山)

❹みた・まちもりカフェ
多摩区三田1-13 ソフトタウン生田104
時間　10時～16時(平日のみ)

☎080-8492-3676（安井）

❺たまり場くるみカフェ
登戸3031 第一登戸コーポ1F
時間　13時半～15時(第4土曜のみ)

☎934-3633(安里)

❸ほっこりカフェ
多摩区中野島2-5 中野島公民館
時間　13時半～15時半(第３火曜のみ)

多摩川の里地域包括支援センター
☎935-5531

他の地域カフェなどの情報は
検索多摩区　認知症カフェ・地域カフェ

　音楽でつながる、区民手作りのイベント「たま音楽祭」
を12月1日㈯に開催します。運営や企画に携わる実行
委員を募集します。
活動期間　５月～31年1月
活動内容　コンサートの企画運営(月1回程度の打ち合
わせ、地域イベントへの参加・広報、前日・当日準備など)
対象　16歳以上　※未成年者は保護者の承諾が必要

５月２日(消印有効)までに申込書を直接か郵送で
〒214-8570区役所地域振興課☎935-3239 935-
3391。［選考］。※申込書は区HPからもダウンロード可。

実行委員を募集！

（実行委員の声）
音楽のすばらしさ、音楽は人を感動さ
せることができるんだと感じました。

こんな場所
があります

が広がるまちづくりに向けて
～うるおい豊かな住み続けたいまちへ-30年度地域課題対応事業-

（イベント参加者の声）
久しぶりに生田緑地に
行くことができ、改め
ていいなと思いました。
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※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

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

　里山ボランティアで爽快な汗
を流しませんか。
日時　❶４月15日㈰❷５月５日㈷
❸５月19日㈯❹６月２日㈯、いず
れも９時半～昼ごろ
場所　日向山の森(東生田緑地)
集合　❶❸頂上広場、❷❹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)

こどもが主役！
民家園こどもまつり
　懐かしい昔遊びなどいろいろ
な体験が日替わりで楽しめます。
日時　５月３日㈷～６日㈰
　　　10時半～15時
※催しによって時間は異なります

こどもプラネタリウムまつり
　特別に１日３回の子ども向けプログラ
ムを投影。フュージョン番組も連日投影！
期間　５月３日㈷～６日㈰
定員　200人
　　　(フュージョン投影は132人)　
※チケットは当日９時半より販売

みんなで作ろう！こどもの樹
　岡本太郎の彫刻「こどもの樹」にちなんで、
自由に顔を描き、「こどもの樹」を完成させよう！
日時　５月２日㈬～６日㈰、10時～16時
場所　ギャラリースペース（当日直接）

　障害に関する展示、パン・菓子の販売など
を行います。
日時　❶４月19日㈭❷５月８日㈫
　　　❸６月７日㈭、いずれも10時～14時
場所　
区役所１階
アトリウム

区役所地域ケア推進担当
☎935-3228 935-3276

地域の子育て支援活動や子どもの遊
びなどについて学びます。 ６月～
12月の金曜、10時～12時、全15
回（別途実習あり） 区役所 20人。
保育あり（１歳半～就学前） 保育希
望者のみ600円程度 ５月18日（消
印有効）までに氏名、住所、電話番号、
保育希望者は子どもの年齢も記入し
電話、FAX、メールで。［抽選］

多摩市民館
☎935-3333 935-3398

 生涯学習・市民活動相談コーナー
　相談ボランティアが、地域活動や
ボランティアをしてみたいと思ってい
る人の希望に合った団体を紹介しま
す。 休館日を除く火曜、10時～
12時（第３火曜は13時～15時も開催）

 「男女平等推進学習」実行委員募集
　性差別や人権問題の解決に向けた

護者も一緒に入れます。 ４月21日 
㈯11時～11時40分 多摩図書館整
理室 ２歳くらいから。当日直接。

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

 初心者「卓球の日」
　～ゆったりコース～

　卓球ボランティアが基本をアドバイ
スします。底の黒くない靴で。 毎月
第２月曜(祝日の場合は第４月曜)❶9時
半～10時半❷10時半～11時半 同
センター 60歳以上 直接か電話で

市緑化センター
〒214-0021多摩区宿河原6-14-1

☎911-2177 922-5599

年間講習会　盆栽教室
　年９回の講習会を通じ、１年間の
盆栽の手入れ方法を学びます。 ５
月13日㈰～31年３月10日㈰10時～
12時半（主に第２日曜） 同センター

20人 3,000円
４月26日(必着)までに
往復ハガキで市緑化セ
ンター。［抽選］

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

  「親子でランチ」しませんか？
　同じ年齢のクラスで保育と給食を
体験できます。 ４月、８月を除く月
２回。詳細は電話か区HPで 公立
保育園３園（土渕・生田・菅） 区内の
就学前の子どもと保護者、各園各日
２組 1食250円 ５月希望分は、４
月16日から電話で。［先着順］

区役所地域ケア推進担当
 ☎935-3228 935-3276
71keasui@city.kawasaki.jp

 子育て支援者養成講座受講生募集
　子どもの発達や保護者の関わり、

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

5月17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

4月16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）

学習機会を企画・運営します。詳細は
４月中旬から市民館で配布するチラ
シか市民館HPで。

 「ちっちゃい演劇フェスティバル
   Vol.10」実行委員募集

　演劇や朗読、お笑いなどの表現活
動を行っている団体・個人の活動発表
や交流イベントを企画・運営します。
詳細は４月中旬から市民館で配布す
るチラシか市民館HPで。

区役所企画課
☎935-3147 935-3391

市民提案型協働事業の
　公開プレゼンテーション

　地域課題の解決を目指して行う「磨
けば光る多摩事業」。事業選定のた
めに市民活動団体などが企画の提案
説明を行います。 ４月14日㈯13時
半～（開場13時15分） 区役所11階
1101会議室 当日先着20人。

多摩図書館
☎935-3400 935-3399

 春のおはなし会
　大型絵本「かばくん」、「ぐりとぐ
ら」、絵本「いろいろバス」ほか。保

市民健康の森　活動日時

かわさき
宙
そら

と緑の
科学館

緑化センター　
５月の講習会情報

講座名 日程 定員 費用 締め切り
家庭で育てるミニカトレア 10日㈭ 30人 1,500円 4月26日㈭

まで初夏の植木のお手入れ方法 13日㈰ 40人 300円
ワンランク上の
初夏の寄せ植え作り（中級編）17日㈭ 30人 3,000円 5月1日㈫

まで
ハンギングバスケット講座

（前編） 29日㈫ 15人 3,500円 5月15日㈫
まで

時間・場所　いずれも13時半～15時、同センター
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］

日本
民家園

新緑に包まれるこの季節、生田緑地では多くのイベントが行われます。
恒例の「園芸まつり」も。詳しくは、　　　

生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300 933-2055
検索生田緑地

岡本太郎
美術館
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