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区内のお出掛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。 区役所地域振興課☎935-3132検索

　第 23回岡本太郎
現 代 芸 術 賞 授 賞 式
で入賞・入選した作
品 を 、作 品 展 で 展
示 し ま す 。 展 示 期
間:2/14～4/12 岡
本太郎美術館☎900-
9898 900-9966

写真
NEWS

第23回岡本太郎現代芸術賞展

多摩区スポーツフェスタ参加者募集

　区民の皆さんによる検討会やフォーラムなどでご意見を伺い、区
における望ましいソーシャルデザインセンターの骨格をまとめまし
た。この案を踏まえ、地域で活動する団体などを支援し、
地域の課題解決を促す基盤となることを目指して開設に
向けた取り組みを進めます。詳細は区ＨＰで。

区役所企画課☎935-3147 935-3391

　地域で何かしてみたい、仲間と一緒に活動したいといった相
談を市民ボランティアが聞き、主に市民館で活動しているサーク
ルや地域の活動などを紹介する生涯学習相談を行っています。
開催日　毎週火曜(休館日と重なる場合は中止)　時間　10時～12時(第３火曜は13時～
15時も実施)　場所　区役所1階アトリウム、多摩市民館市民ギャラリー前

区役所生涯学習支援課☎935-3333 935-3398

種目 会場 時間 対象 募集人数

❻弓道体験会 アーチェリー
練習場

10時～11時
中学生以上 各12人11時15分～

12時15分

❼�テニス体験
　レッスン
　(ジュニア)

テニス
コート

10時～
11時10分

6歳～
小学2年生 各25人11時半～

12時50分 小学3～5年生

　気軽にスポーツの体験ができるイベントです。種目により申し込み先・方法が異なります。
日時　３月８日㈰９時１５分～１５時半　場所　多摩スポーツセンター、❺のみ南菅中学校

❶～❸は2月3日～21日(必着)に往復ハガキで〒214-8570多摩区登戸
1775-1区役所地域振興課[抽選] ❹❺は2月3日～21日（９時～17時）に申込書
を直接かFAXで区役所地域振興課☎935-3133 935-3391。［先着順］（雨天
時は会場を菅高校体育館に変更）
※未就学児は保護者の付き添いが必要です

種目 会場 時間 対象 募集人数
❶ブラインド
　サッカーⓇ体験 大体育室 10時～11時半 小学４年生以上 40人

❷メダリストによ
る水泳教室＆水中
レクリエーション

温水プール 13時～15時半 小学生 50人

❸卓球教室 大体育室 10時～11時半 3歳～小学2年生※ 12人
小学3年生以上 52人

❹野球教室 野球場 10時～12時 軟式野球チーム所属の
小学4・5年生 100人

❺走り方教室 グラウンド 13時半～15時 小学生 50人

●区役所地域振興課　事前申し込み種目 ●多摩スポーツセンター　事前申し込み種目

❻❼の種目は用具を貸し出します（数に限りあり）。
❼は雨天中止

２月１日～21日(９時～21時)に直接か電話で多
摩スポーツセンター☎946-6030 946-6032 ［先
着順］
その他、当日楽しめる種目も多く実施します。
詳細は 検索多摩区スポーツフェスタ

　地域の課題解決に向け、市民
活動団体などから活動提案を募
集します。４月予定の公開審査
で決定した事業は、区が提案団
体に実施を委託します。詳細は

募集期間　1月16日～2月17日

事前説明会を実施します
日時　１月16日㈭18時～19時
場所　区役所11階1101会議室
参加を希望する場合は、前日までに電話で連絡してく
ださい。

区役所企画課☎935-3147 935-3391 ［事前申込制］

　地域の課題を解決するためには、個人の活動に加え、多様な主
体による取り組みが必要とされています。地域活動への参加を応
援する取り組みなどについて紹介します。

地域で活動、始めてみませんか

区HP

令和２年度磨けば光る多摩事業募集・説明会開催

ソーシャルデザインセンターの開設案ができました

生涯学習情報相談コーナー開設中

　まちづくりに関するさまざまな活動成果を知ることが
できます。また、今年度末をもって活動を終える多摩
区まちづくり協議会が、これまでの活動を報告します。
日時　２月11日㈷13時～16時（開場12時半）
場所・定員　区役所11階会議室、当日先着150人

内容　区内の活動団体が参加
し、活動内容を発表するポス
ターセッションと交流会など。

区役所地域振興課☎935-
3148 935-3391

　「まちカツ！」参加団体が作
成した団体紹介ポスターを
展示します。
期間　２月７日～14日
場所　区役所１階アトリウム

「まちカツ！�ポスター展」
～広げようみんなの力！多摩のまちづくり～ 　区役所には、会議

室や印刷、簡単な打
ち合わせができる交流
室があります。また、
生田出張所仮庁舎に
も会議室と印刷作業
スペースがあります。

※個人的な活動や趣味のサークル活動、営利目的の活動
には利用できません。また利用には事前登録が必要です

区役所地域振興課☎935-3148 935-3391、生田出
張所☎712-3109 951-9101

「まちカツ！」を開催 区民活動・交流センターの利用

検索磨けば光る多摩事業

多摩交流センター会議室
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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

～15時半 区役所６階会議室

区役所保育所等・地域連携
☎935-3104 935-3276

年長児作品展の開催

　区内保育施設年長児の作品を区役
所1階アトリウムに展示します。子ど
もたちの造形活動を紹介する他、各
園を紹介するリーフレットを用意してい
ます。詳細は区HP（子育てｗｅｂ）で。

１月16日～30日、８時半～21時（た
だし初日は16時から、最終日は15時
まで）

申し込み方法は市版 5面参照

区役所区民課
 ☎935-3154 935-3392

マイナンバーカードの申請の
お手伝いをします

　マイナンバー
カード作成用の写
真を無料で撮影
し、 申請までの
サポートを行いま
す。マイナンバー
カードを作ることで、公的な顔写真付
き身分証明書として利用でき、近くの
コンビニでも住民票などの取得(※)が
できます。また、自宅のパソコンで
確定申告(※)もできるようになります
(ＩＣカードリーダライタが必要)。※い
ずれも電子証明書が必要。 ２月６日
㈭、７日㈮、9時半～12時、13時半

多摩図書館
 ☎935-3400 935-3399

冬のおはなし会
　紙芝居「きかんしゃシュッシュ」・パネ
ルシアター「ねずみのよめいり」他。
１月19日㈰11時～11時40分 同館
整理室 当日先着50人。

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）

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

2月6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

1月15日から
電話で

川国で遊ぼう2020冬
川崎国際生田緑地ゴルフ場市民開放日

徹底対策！ネズミ被害を食い止めろ！

緑化センター2月の講習会情報

第17回ひなた山ぼっこ祭り
―森は楽しい・森は友だち―

地域猫活動セミナー

　ゴルフ場の広大な芝生の中で思
い切り遊べる一日。芝すべり、ふ
れあい動物園、スナッグゴルフや
ドローン体験、ヒーローショーなど。
ドングリや松ぼっくりを使ったゲー
ム、ピクニックタウン多摩区オリ
ジナルバンダナづくりワークショッ
プ、風船のプレゼントも。
日時　２月２日㈰９時～16時
場所　川崎国際生田緑地ゴルフ場

川崎国際生田緑地ゴルフ場
☎934-0015 933-5612
区役所地域振興課
☎935-3132 935-3391

　冬は特にネズミが侵入しやすい季節です。ネズミが
住みにくい環境を整えましょう。

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］

※リーフレットの配布、捕獲かごなどの器具の貸し出し、駆除業者の案内
を行っています。殺

さっ

鼠
そ

剤の配布は行っていません
区役所衛生課☎935-3310 935-3394

　ドングリ遊び、竹細工、焼き芋など、森の中
で遊べます。荒天中止。
日時　1月19日㈰10時～13時(受け付け9時半)
場所　 ひなた山ぼっこ広場（東生田緑地・ひなた

山の森）
費用　300円

日向山うるわし会事
務局(大江原)☎ 933-
9246(9時～18時)
区役所地域振興課
☎935-3131 935-
3391

　野良猫の不妊去勢手術やルールに沿った餌の管理
など、適正に猫を管理していく地域猫活動について
考えてみませんか。お土産付き。
日時　２月15日㈯14時～16時（開場13時半）
場所・定員　 区役所1階地域みまもり支援センター講堂、50人
講師　 亀山 知弘氏(ＮＰＯ法人ねりまねこ代表)、亀山 嘉代氏(同法人副

代表)
2月14日までに電話かFAX(参加者氏名・住所・電話番号を記入)で区

役所衛生課☎935-3306 935-3394 ［抽選］

ネズミ対策！ 三本柱！

　食べ物は、缶などの密封できる容器に入
れる。

　巣材となる衣類、ビニール、紙くずなどを放置
せず、整理整頓する。

　家の外側を点検し、ねずみの通れる穴（500
円玉の大きさが目安）や隙間を見つけ、金網
や金属たわしなどでふさぐ。

講座名 日程 定員 費用 申込期限
プランターで楽しむバラ作り 2日㈰ 30人 1,800円 1月16日必着
春を誘うカラフルリース作り 13日㈭ 15人 2,500円 1月30日必着
ミモザのスワッグ作り
（植物で作る壁飾り） 16日㈰ 30人 1,500円 1月30日必着
クリスマスローズの育て方

（入門編） 26日㈬ 30人 1,200円 2月12日必着

　里山ボランティアで爽快な汗を流しませんか。
❶1月18日㈯❷2月1日㈯❸2月16日㈰❹3月

7日㈯❺3月21日㈯、９時半～12時 日向山の
森（東生田緑地）❶❸頂上広場❷❹道具小屋前

市民健康の森

　障害に関する啓発のため、作品
やお菓子の展示・販売などを行いま
す。 ❶2月4日㈫❷３月19日㈭、
いずれも10時～14時 区役所１
階アトリウム 区役所地域ケア推
進課☎935-3228 935-3276

パサージュ・たま

　医療に必要な血液や血液製剤
などの安定供給のためご協力くだ
さい。 １月29日㈬❶10時～11
時半❷13時～16時 区役所１階
アトリウム 区役所地域ケア推進
課☎935-3285 935-3276

献血バスが区役所に来ます

対策１　餌をなくす

対策２　整理整頓

対策３　侵入口をふさぐ

ふれあい動物園

ピクニックエリア
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