
21 3,685� 人� 10 4,433世帯�万�万�

住民票などは、登戸行政サービスコーナー1933－3000、菅行政サービスコーナー1945－2730へ。平日7時半～19時、土日（祝日を除く）9時～17時�

多摩区の梨�

　梨のおいしい季節になりました。
幸水、豊水、20世紀、新高、新星な
ど多種の梨が栽培されています。�

◆利用資格　区内在住で満18歳以上の女性�
　　　　　　（市立図書館の利用登録者）�
　　　　　　他大学に所属する人は除く�
◆利用範囲　大学図書館の資料閲覧（館内）、

著作権法範囲での複写、OPAC
の利用�

◆利用手続　多摩図書館カウンター�

a多摩図書館1935－3400、6935－3399
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日時　10月22日（火）18時半開演（開場18時）�
会場・定員　多摩市民館大ホール、900人�
講師　養老孟司（東京大学名誉教授）�
s10月１日（必着）までに往復ハガキに郵便番
号、住所、氏名、電話番号、希望人数（1枚で4
人まで）を記入し〒214－8570（住所不要）多摩図
書館内「養老孟司講演会」係。［抽選］※定員
に満たない場合は10月2日から10月21日まで
図書館カウンターで入場券を配布します。�

養 老 孟 司 講 演 会養 老 孟 司 講 演 会 �

a多摩図書館1935－3400、6935－3399

養 老 孟 司 講 演 会 �

a日向山うるわし会事務局（石郷岡）�
1944－1941�

区役所地域振興課�
1935－3131、6935－3391

◆活動日時◆�

日向山の森（東生田緑地）�
集合場所 ： 頂上広場�

8月18日（日）午前9時半～昼ごろ�
雨天時25日（日）�

�

　障害に関する展示など。　　�
日時　9月5日（木）10時～14時�
場所　区役所１階アトリウム�
a区役所地域保健福祉課1935－3267、
6935－3276

　家庭でできる地球温暖化対策を紹介するパネル展です。　�
日時　奇数月の第2水曜日　　場所　区役所１階アトリウム�

　区では、さまざまな環境対
策事業を区民の皆さんと協働
で進めています。今回は、そ
の一部を紹介します。�

夏休夏休み！多摩区多摩区エコフェスタ�
　小学生が夏休みの自由研究などに活用できる展
示、体験、環境学習イベントを開催します。（右表参
照）みんなで楽しく地球温暖化対策について考え、
実践しましょう（使用済みてんぷら油の回収も10時
～14時半に実施します。）。�
日時　8月19日（月）10時～15時　場所　区役所１階アトリウム�
※定員、参加費がある場合はカッコ内に記載。当日9時半から先着受け付け。�

使用済使用済みてんぷんぷら油の回収油の回収�
　ごみの減量、エネルギーリサイクルに向けて、使用済みてんぷら油を
ふたが閉まる容器に入れて持参してください。リサイクルせっけんなど
の再利用を通して身近な資源循環の輪に参加してみませんか。�
日時　毎月第3水曜　9時～13時�
場所　区役所、生田出張所、道路公園センター�
aかわさきかえるプロジェクト事務局1854－3711、6852－0680

1

2 宙と緑の科学館プラネタリウム�

科学館前広場�

a区役所企画課1935－3147、6935－3391

地球温暖化対策パ地球温暖化対策パネル展ル展�地球温暖化対策パネル展�

使用済みてんぷら油の回収�

夏休み！多摩区エコフェスタ�

　9月23日（祝）に生田緑地の豊か�
な自然と、かわさき宙と緑の科学�
館のプラネタリウムを舞台にコン
サートを開催します。�

そら�

～豊かな緑と煌く星たちに包まれて～�
きらめ�

～地球温暖化防止に向けて～�

　さまざまなジャンルの音楽家によるコンサート。生田緑地
の豊かな緑の中で、誰でも気軽に楽しめます。�
時間　15時半～17時半（開場15時）�
出演　井上侑、sources（ソーシズ）、専修大学MJAブルー
コーラル※雨天時は科学館2階学習室で開催�

a区役所地域振興課1935－3148、6935－3391

　東京交響楽団による最上級の演奏と、プラネタリウム（メガスターⅢフュージョ
ン）による世界最高水準の投影とのコラボレーション。�
時間　18時半～19時40分（開場18時）　　�
出演　東京交響楽団（二重奏団）�
定員・費用　小学生以上180人（就学前の子どもは入場できません）、500円。�
sa8月28日(当日消印）までに往復ハガキに全員（1枚で2人まで。家族の場合
5人まで可）の住所、氏名、代表者の電話番号を記入し〒214－8570 区役所地域振興
課。［抽選］※結果は、9月13日までに通知します�
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ソーラークッカー工作（10人、500円）、環境にやさしい“の
りもの”塗り絵、ごみ分別ゲーム�

手回し発電・省エネ体験、マイバッグ作り（10人、300円）、
エコな食器洗い体験(10人、200円)

エコな食器洗い体験（10人、200円）、牛乳パックでうちわ
作り（10人）、シュロの葉のバッタ作り（10人)

竹切りと竹細工(10人)、親子で学ぶ自転車の交通ルール、
ごみ分別ゲーム�

時間� イベント（定員／参加費）�

10時～10時50分�

10時55分～11時10分�

11時10分～12時�

12時10分～12時40分�
12時45分～13時�

13時～13時50分�

14時10分～15時�

13時55分～14時10分�

環境紙芝居�

環境紙芝居�

環境紙芝居�

打ち水（13人）※雨天中止�
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トレーニング室や温水プールの
無料開放。テニスコートなどで無
料体験教室開催。10月14日（祝）。
事前予約の種目あり。s9月10日
9時から直接か電話で。［先着順］

体に負担の少ない歩き方や交通
安全ルールを学びませんか。9月
5日（木）13時半～15時半。区役所
1階講堂で。50人。s8月15日8
時半から直接か電話で。［先着順］

幼児期の事故の特徴や応急手当
を学びます。9月28日（土）10時～12
時。区役所6階601会議室で。15歳
以上の在住、在学、在勤の30人。
保育はなし。s8月26日8時半か
ら直接か電話で。［先着順］

簡単でおいしいメニューを紹
介。9月18日（水）9時半～13時。

区役所1階栄養室で。食材費は実
費。区内在住の24人。s8月15日
8時半から電話で。［先着順］

市内在住で60歳以上。1回500
円（食材費）。s8月30日までに直
接か電話で。［抽選］※抽選結果
は9月10日から同館内で掲示（電
話での問い合わせも可）。

児童養護施設のドキュメンタリ
ー映画の鑑賞と講演会、座談会を
開催。9月23日（祝）13時～16時半。
市民館大会議室で。70人。保育あ
り（１歳半～就学前、20人、有
料)。講師：刀川和也（映画監督）。
s9月3日(必着)までに全員（3人
まで）の住所、氏名、年齢、保育

希望は子どもの氏名、性別、年齢
を記入し往復ハガキで。［抽選］

命を守る折れない心の作り方を
学びます。10月7日～11月28日、
10時～12時、全6回。女性のみ、
30人。保育あり（1歳半～就学前、
14人。1,850円)。s9月20日（必
着）までに住所、氏名、年齢、電

話番号、保育希望は子どもの氏名、
性別、生年月日を記入し往復ハガ
キで。［抽選］

8月25日（日）①10時～15時半。
生涯学習活動団体の活動内容を紹
介、体験できます。②13時半～
16時。多摩区子ども区民会議を
開催します。

対象・内容など�日　程�受付時間� sa

地域保健福祉課�
6935－3276

10時～�
10時半�

9時～�
9時20分�

検査日�
9/25(水)

身体･血圧測定･尿･骨密度･
血液検査と結果指導。両日
参加できる18～39歳の区
内在住の各日25人。1,220
円。※妊婦･産後1年以内の
人、年度内に40歳を迎え
る人は、受けられません�

9時～�
9時20分�

検査日�
8/28(水)

10時～�
10時半�

指導日�
9/25(水)

指導日�
10/23(水)

39歳まで
の健診・�
保健指導�

8月20日から�
電話で�

1935－3301�
1935－3294�
［先着順］�

①9時～�
9時半�
②9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�

9/5(木)1 歳 児 �
歯科健診�

8月15日から�
電話で�

1935－3117�
［先着順］�

13時15分～�
13時半�

食生活、歯周病予防などの
個別健康相談、骨密度測
定（80歳以下の希望者）。
40歳以上の15人�

9/18(水)

8月20日から�
電話で�

1935－3301�
［先着順］�

生活習慣
病 予 防
相 談 �

14時～�
14時15分�

たばこの知識と禁煙方法
についての講義と個別相
談。区内在住･在勤の禁
煙希望者、4人�

9/18(水)

8月20日から�
電話で�

1935－3294�
［先着順］�

禁煙相談�

※電話受付時間は8時半～12時、13時～17時15分。�

3294

▼夏バテに負けないかんたん
美味しい料理講座

■�

■25年度後期講座（10月～2月）

◎�

◎「市民館デー」を見学しませんか★�

★体育の日のイベント開催

食生活�
講座�

第3金曜�
9時～12時�

第4水曜�
9時～12時�

第2木曜�
9時～12時半�

20人�

20人�

18人�

5回�

回数�定員�曜日・時間�講座名�

男性料理�
教室�

▼楽しく安全なウオーキング

▼幼児安全法短期講習会

◎こころがラクになる講座

a生田緑地整備事務所1934－8577、6934－8578

生田緑地マネジメント会議�【第2回】�

　生田緑地についての情報をお届けしています。今回は、4月に開かれた「運
営会議」の紹介です。会議では「向ケ丘遊園駅から生田緑地への道に迷う
人が多い」などの課題が出されました。生田緑地の自
然について話し合う「自然会議」や、会員全員が集まっ
て意見交換などを行う「全体会」も開催されました。
会議の情報は、生田緑地公式ホームページで紹介中。�
　　http://www.ikutaryokuti.jp/index.php メタセコイア林も生田緑地�

の魅力の一つ�

夏の特別なおはなし会です。大
人も一緒に参加できます。
日時 8月31日（土）q10時半～11
時～紙しばい：「かえるののどじ
まん」他w11時15分～11時45分～
紙しばい：「びっくりサラダ」他
対象 q2歳くらいから w4歳く
らいから
場所 多摩図書館整理室。当日会
場へ直接
a多摩図書館1935－3400、6935－
3399

日時 9月13日（金）9時半～16時
半ごろ
集合場所 JR登戸駅（多摩川口）
コース 西長沢浄水場～王禅寺～
明治大学黒川農場～セレサモス～
梨狩り～JR登戸駅
定員・費用 20人、4,000円（昼食
代、梨狩り代など）
sa8月15日から電話でスペース
プラン1933－0080。［先着順］
a区役所地域振興課1935－3132、
6935－3391。

夏のおはなし会� 「水」と「農」と名刹を巡る梨狩りバスツアー�

　10月19日（土）に生田緑地で開催する区民祭の参加者を募集します。�
出店（展）者　食品、雑貨などを販売する店を60区画募集します。希望者
は8月21日18時半～に区役所601会議室で開催の説明会に参加ください。
申込書を配布します。�
s8月28日～29日に区役所601会議室で申込書を直接。［抽選］�
舞台出演者　郷土芸能、コーラス、ダンスなど、日ごろの成果を舞台で披
露しませんか。�
s8月20日～30日（土・日曜を除く）に申込書を区役所高齢・障害課に直接。�
［選考］※申込書は8月15日から同課で配布。1935－3186、6935－3396�
aいずれも多摩区民祭実行委員会事務局（区役所地域振興課内）1935
－3133、6935－3391

食事付きの保育体験「あそぼ！
たべよ！」を行います。子どもの
年齢にあった保育カリキュラム
や保育園の食事を体験できます。
日時 9月中の毎週木曜(要予約）
定員 各回1人
sa8月15日から希望する施設に
電話で（右表参照）。区役所こども支援室1935－3104、6935－3119。［先
着順］

保育園で食事付き保育体験をしてみませんか？�

945－5109�
966－2502�
954－7575�
900－0122�
922－8173�
933－8942

菅保育園�
生田保育園　　�
南生田保育園�
三田保育園�
東中野島保育園�
土渕保育園�

945－5109�
966－2502�
954－7575�
900－0122�
922－8173�
933－8942

施設名� 電話番号� ＦＡＸ�

　小学3年生～79歳を対象に握力測定や上体起こしなどの体力�
テストを実施。室内シューズを持参し運動のできる服装で。�
日時・場所　9月1日（日）9時半～11時半、多摩スポーツセンター。�
当日会場へ直接�
a多摩区スポーツ推進委員会事務局（区役所地域振興課内）�
1935－3134、6935－3391

区民体力区民体力テストのつどい�区民体力テストのつどい� s区役所衛生課1935－3310、6935－3394
ネズミの住みにくい環境づくり�

　ネズミは、冬に寒さをしのぐため家に侵入します。ネズミが
侵入できない環境を夏の間に整えましょう。衛生課ではネズ
ミの侵入防止対策のパンフレットを配布しています。�
対策1　餌をなくす…食品は素材の硬い密封容器に保管する�
対策2　侵入口をなくす…通風口、戸袋などは金網、スチールたわし、パテ

でふさぐ�
対策3　整理整頓…巣の材料となるビニール、紙くずは放置しない�

◎映画「隣る人」から人と人の
つながりを見つめる


