
区 版たま 　多摩区ホームページ　http://www.city.kawasaki.jp/tama/　［区版］は区の情報を中心に掲載しています。

21万9,868人 11万3,279世帯2019（令和元）年 11月1日 発行 多摩区統計データ （令和元年10月1日現在）

台風19号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被災された皆さまの生活が一日も早く回復するよう、区役所としても取り組んでまいります。

11 　生田緑地内・中
央広場で地域のお
店が集まるグルメ
イベントを開催。
9時～16時。荒天
中止。詳細はイベ
ント名で検索。
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ココです！

　土地区画整理事業が進む登戸のまちを元
気にする家族で楽しめるイベントです。青

空音楽ステージ、飲食ブース、ワークショップ、チャリティー
バザーなど、特設のメリーゴーラウンドもやってきます。
詳細はフェイスブック
時間　12時～18時※荒天中止
場所　登戸1864付近（地図参照）
登戸まちなか遊縁地実行委員会（代表：黒﨑）

☎070-5585-3703
区役所企画課☎935-3147 935-3391

たまには、音楽のひとときを
多摩区３大学

コンサート
第９回たま音楽祭
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検索登戸まちなか遊縁地

　クラシック、ジャズ、合唱、邦楽などさまざまなジャンルの音楽を
６つのステージで楽しむことができます。聴くだけでなく、楽器や合
唱体験、手づくり楽器のワークショップなども開催！
時間　13時～17時20分(開場12時45分予定)
場所　区総合庁舎(1階アトリウム、２階大ホール、３階大会議室、
１１階会議室、レストランなど)

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

　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。
時間　14時～16時15分(開場13時半)
場所　多摩市民館２階大ホール
出演　［専修大学］E

エ モ
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ill、［明治大学］W
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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
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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

雨天中止。 12月7日㈯8時45分～
12時半ごろ（集合は8時15分～8時45
分に宿河原八幡宮（宿河原3-21-7））

区役所地域ケア推進課
☎935-3241 935-3276

思いっきり外遊び
　木の実工作や昔遊び、泥団子作り、
落ち葉遊びなど、自然とふれあいな
がら子どもも大人も思いっきり遊びま
せんか。着替え、タオル、飲み物な
ど各自持参。動きやすく汚れてもい
い服装で。 12月１日㈰10時～14
時。雨天中止 生田小学校下校庭。

区役所地域支援課
 ☎935-3294 935-3276

知っておきたい子どものアレルギー
　食物アレルギーを中心とした、子ど
ものアレルギーについての基礎的な
知識が得られる講演会です。講師：長
谷川実穂氏(昭和大学医学部小児科
学講座管理栄養士） 12月17日㈫13
時半～15時半 区役所1階地域みま
もり支援センター講堂 20人 11月
15日から直接か電話で。［先着順］

申し込み方法は市版 5面参照

]
多摩市民館

☎935-3333 935-3398

ちっちゃい演劇フェスティバル
ｖｏｌ．１１開催

　区内を中心に活動している個人や
団体が演劇やダンスなど、さまざまな
表現を舞台で披露します。今年のテー
マは「ひびく」。 12月15日㈰11時
～15時45分（開場10時40分） 同館
大会議室 当日先着100人。

区役所地域振興課
 ☎935-3133 935-3391

稲城市・多摩区ふれあい
「あるくマップ」ウォーキング
　多摩区と
稲城市のス
ポーツ推進
委 員 が 連
携し、宿河
原から久地駅まで約10kmのコースを
歩きます。飲み物、タオル各自持参。

区役所高齢・障害課
 ☎935-3266 935-3396

チーム・たま　第10回市民公開講座「あなたの傍には
誰がいますか　－かかりつけ医と看取りを考える－」

　かかりつけ医を持つことの大切さ
を考えます。講師：横倉義武氏（日本
医師会会長）。 12月4日㈬13時半
～16時（開場13時） 多摩市民館大
ホール 当日先着900人。

階。]
保育所等地域連携
☎935-3177 935-3276

「おいでよ！たまっ子～ＩＮ生田緑地」
　区内保育園の男性保育士を中心と
したイクメンプロジェクトによる子育
て中のパパたちの応援企画です。松
ぼっくりやどんぐりを使ってのゲーム、

区役所1階地域みまもり支援センター歯科相談室。車での来場はご遠慮ください

健診案内 区役所地域支援課☎935-3117 935-3276
（電話受付時間は8時半～12時、13時～17時）

忍者の格好を
した保育士が
行うパフォー
マンス、親子
のふれあい遊
びなどを用意しています。 11月30
日㈯10時～15時 生田緑地「中央ひ
ろば」※雨天時は「東口ビジターセン
ター」

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

社交ダンスパーティ
　 12月18日㈬13時半～15時半
同センター３階ホール 市内在住60
歳以上80人 12月2日９時から直接
か電話で。［先着順］

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5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

11月15日か
ら電話で

とことん生田緑地！ウオーキングツアー

猫の世話はルールを守って行おう！

多摩★まちCafe

初冬の多摩丘陵を歩く・見る・語るツアー

12月1日は世界エイズデーです

緑化センター１２月の講習会情報

　豊かな自然と質の高い文化施設を擁
する生田緑地をとことん楽しむツアー。
昼食は専修大学の学食で。
日時　11月27日㈬９時～15時半※荒
天中止
コース　向ヶ丘遊園駅南口→生田緑地

東口ビジターセンター→かわさき宙
そら

と緑の科学館→メタセコイヤの林→
岡本太郎美術館→西口広場→専修大学学食（昼食）→伝統工芸館→日本
民家園→枡形山展望台→戸隠神社跡→廣福寺→天神社→向ヶ丘遊園駅
南口[解散]※有料施設には入場せず周辺散策のみ
定員　30人　料金　300円(昼食代別途)

11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］

　市では、地域住民の生活環境に被害を与えないよう猫の適
正飼養ガイドラインを作成し、屋内飼養、給餌方法、トイレ、不
妊去勢手術、地域猫活動など、猫の適正飼養を推奨しています。

　「あなたと地域の備えは大丈夫？ゲーム体験型防災カフェ」をテーマに
HUG（避難所運営ゲーム）を通して災害について一緒に考えませんか。
災害時自分の地域がどうなるのか気になる人は、ご参加ください。
日時　11月17日㈰13時半～16時(開場13時)
場所　東生田小学校特別活動室　定員　30人程度

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

　猫が敷地に入りづらくなる超音波発生装置（ガーデンバ
リア）の貸し出し（最長２週間）を区役所衛生課で行ってい
ます。

区役所衛生課☎935-3306 935-3394

　名所旧跡を観光ボランティアガイドとともにじっくり巡り、紅葉の美し
い多摩自然遊歩道を歩くツアー。締めくくりには麓のカフェで体を温めな
がら語り合うひとときも。
日時　１2月5日㈭９時１５分～１２時※荒天中止
コース　京王よみうりランド駅→妙覚寺→小沢城址→寿福寺→農業技術
支援センター→多摩自然遊歩道→小田
急読売ランド前駅[解散]→カフェ・ド・シュ
ロ※食事を希望される人は受付時にお知
らせください
定員　20人
料金　300円

　エイズや梅毒に関する知識を深め、新たな感染を予防す
るとともに、差別や偏見をなくしましょう。　　　　　　　　　　　　　　
○啓発ポスター掲示
期間　11月22日～12月2日、８時半～17時15分
場所　区役所1階アトリウム
○HIV・梅毒即日検査（匿名・事前予約制）
期間　11月28日㈭①9時～10時半(定員７人)②13時15分～15時(定員８人)
場所　区役所1階地域みまもり支援センター第２相談室

11月15日から電話で区役所衛生課☎935-3310 ［先着順］

時間　13時半～15時
申込期限(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］

猫の糞尿などでお困りの人へ

講座名 日　程 定員 費用 申し込み期限
お正月のスワッグ作り

（植物で作る壁飾り） 19日㈭ 30人 1,800円 12月5日必着
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