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ハ ナ モ ス で覚えてね

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

心を込めて作られた作品が並びます

緑化センターのフジ

　敷地内には日本庭園があり、季
節ごとに美しい花が咲き誇りま
す。例年、4月はフジが見頃を迎
えます。

　月1回程度、障害者団体、生
活･就労支援を行っている障害
者施設などの活動紹介や作品展
示を行っています。障害に関す
る相談先の紹介、施設で作成し
た手芸作品やお菓子の販売も。
日時　❶4月22日（火）❷5月15日
（木）、10時～14時
場所　区役所1階アトリウム
区役所地域保健福祉課☎935-

3267、 935-3276

　自主防災組織や住民組織への支援、多世代への啓
発・訓練の実施により、区全体の地域防災力の向上
を図ります。また、事故がなく、犯罪者を寄せ付け
ない安全・安心なまちを目指します。
■スケアードストレート方式の交通安全教室の実施
■防災訓練、避難所開設運営訓練の指導。自主防災組
織・中学校への災害想像ゲーム（GIG）や避難所運営
ゲーム（HUG）の普及
■防犯パトロールの
実施
■放置自転車の撤去
や適正駐車の指導

安全・安心まちづくり安全・安心まちづくり  639639万円万円
地域福祉・健康づくり地域福祉・健康づくり  355355万円万円
総合的な子ども支援総合的な子ども支援  1,3031,303万円万円
環境まちづくり環境まちづくり  7272万円万円
地域資源活用地域資源活用  2,9442,944万円万円
地域コミュニティ活性化推進地域コミュニティ活性化推進  1,6401,640万円万円
区役所サービス向上区役所サービス向上  8888万円万円
区の新たな課題即応区の新たな課題即応  500500万円万円
その他その他  313313万円万円
　※数字は全て概算　※数字は全て概算

安全・安心まちづくり
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4月1日区の木・区の花の
イラストがリニューアル

　「区の木・区の花のイラストをみんなで
選ぼう！」の投票の結果、新しいイラス
トが決定しました。今後、区の広報物な
どに使用します。
区役所企画課☎935-3147、 935-3391

　市長が皆さんから意見を聴く「区
民車座集会」を開催します。市長と
意見交換しませんか。
日時・場所　4月25日（金）15時～16時
半（開場14時半）、区役所11階会議室
対象・定員　原則として区民（区内在
住・在勤・在学か区内で活動している人）、30人　
傍聴　50人（当日13時半～14時に整理券を配布。［抽選］）
※保育、手話通訳あり。詳細は問い合わせるか市ホームページをご覧く
ださい。また、当日の様子はインターネットで動画配信します。市ホー
ムページ「市長の部屋」からアクセスしてください
申し込み方法［抽選］　4月17日17時までに区役所で配布する申込書に記
入しサンキューコールにファクスするか市ホームページで。※区役所企
画課へ直接持参も可。当選者にファクスかメールかハガキで通知します。

サンキューコールかわさき☎200-3939、 200-3900。区役所企画課
☎935-3147、 935-3391。

　日向山うるわし会では、毎月、竹の伐採・下草刈
り・植樹など里山の保全・整備活動をしています。皆
さんも活動に参加しませんか。帽子・手袋を持参し、
動きやすい服装で、直接お越しください。
日時・集合場所　4月20日（日）9時半～昼ごろ、雨天
時は27日（日）。日向山の森（東生田緑地）頂上広場
日向山うるわし会事務局（石郷岡）☎944-1941。区役所地域振興課☎

935-3131、 935-3391

「市民健康の森」の活動に参加しませんか

川崎区役所での車座集会（2月21日）

里山の保全に努めます

第第55期・期・区民会議委員区民会議委員をを募集します募集します
に住所、氏名、電話番号、性別、
生年月日、主な職歴、地域活動経
験、応募理由を記入し、小論文「区
民の参加と協働により取り組む必
要があると考える多摩区の地域課
題～これまでの多摩区区民会議
の取り組みを踏まえて～」（1.200
字程度）を添えて、直接か郵送で
〒214-8570多摩区役所企画課☎935-
3147、 935-3391。［選考］
※提出書類はいずれも書式自由。
これまでの区民会議の取り組みに
ついては、区ホームページをご覧
ください

　区民の代表として活動する、第
5期・区民会議委員を募集します。
区民会議では、区民が中心となっ
て参加と協働により、地域社会の
課題解決を図るための調査、審議
などを行います。
募集人数・任期　4人以内、7月か
ら2年間
会議　年4回程度、この他に専門
部会やミーティングが月1回程度
対象　区内在住・在勤・在学で地域
課題の解決につながる活動をして
いる18歳以上（4月1日現在）の人

4月28日（必着）までに申込書

パサージュ・たま事業

皆さんからの投票で決定！

　「水」と「緑」と「学び」といった特徴ある地域資源を
活用した事業を実施し、観光客の誘致で地域を盛り
上げ、にぎわいと魅力のあるまちづくりを推進しま
す。
■観光ボランィアガイドによる観光ガイドの実施
■「音楽のまち」の推進（生田緑地★星空コンサート・
たま音楽祭・3大学コンサート）
■スポーツ事業の推進（多摩スポーツフェスタ）
■多摩区観光協会の設立と事業展開

地域資源活用地域資源活用　多摩区こども支援基本方針（たまっ子プラン）に基
づき、安心して子育てができるまちを目指します。
■子育て支援者を養成し、幼稚園・保育園・小学校の
連携や関係機関との連携強化
■「親と子の集いの場づくり」
子育てに関連した情報の収集
発信、保育の質の向上
■「こども子育て講演会」や幼
児健診時の育児不安・発達に
関する相談

総合的な子ども支援総合的な子ども支援

区民車座集会を開催します

親子で楽しくランチの様子

にぎわいにぎわいとと魅力あるまち魅力あるまちをを
目指して目指して 26年度地域課題対応事業26年度地域課題対応事業  総額総額7,8547,854万円万円

安全 安心まちづく安全・安心まちづく安全・安心まちづく安心まちづく・安心まちづく・安心まちづく安全安全安全 りりちづくり心まちづく
区の課題を解決し魅力あるまちづくりを推進するための、26年度の主な取り組みや予算を紹介します。区の課題を解決し魅力あるまちづくりを推進するための、26年度の主な取り組みや予算を紹介します。
区役所企画課☎935-3147、区役所企画課☎935-3147、 935-3391935-3391



　昨年オープンした川崎国際生田緑地ゴルフ場の新クラブハウスから岡
本太郎美術館につながる新しい園路が3月20日
に開通し、緑地西側からの利用が便利になりま
した。園路の入り口であるクラブハウスへは、
向ケ丘遊園駅北口から小田急バス「専修大学前」
下車、徒歩約3分です。例年緑地内の桜も見頃
を迎えます。
生田緑地整備事務所☎934-8577、 934-8578。生田緑地公式ホームペー

ジ http://www.ikutaryokuti.jp

【第10回】 西口園路が開通

区
の
お知らせ掲示板お知らせ掲示板
申し込み方法は市版5面参照

■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

（多摩いきいきセンター）

■近代文学講座
　昭和初期の動揺と混迷の中で誕
生した日本文学の名作を楽しみ
ませんか。❶5月9日（堀辰雄）❷
16日（梶井基次郎）❸23日（火野葦
平）❹30日（壺井榮）、いずれも金
曜、13時半～15時半。同センター
3階ホールで。200円（資料代）。
市内在住の60歳以上、60人。講師：
鈴木寅雄（元都立高校教諭）。 4
月15日9時から直接か電話で。［先
着順］

◎多摩消防署
〒214-0032多摩区枡形2-6-1
☎933-0119、 922-8161

◎普通救命講習会
　心肺蘇生法や自動体外式除細動
器（AED）の使用方法に関する講義
や実技を学びます。5月28日（水）13
時半～16時半。多摩消防署3階講
堂で。30人。 5月13日から直接
か電話で。［先着順］

★多摩図書館
〒214-8570多摩区登戸1775-1
☎935-3400、 935-3399

★春のおはなし会
　季節ごとのおはなし会です。家
族で楽しめます。4月26日（土）❶10
時半～11時…大型絵本「おっぱい」
他、2歳くらいから❷11時15分～
11時45分…大型絵本「かばくん」
他。3歳くらいから。多摩図書館
整理室で。当日直接。

◆区役所地域保健福祉課
〒214-8570 多摩区登戸1775-1
☎935-3294、 935-3276

◆いこい元気広場
　市内のいこいの家で専門の指導

員による体操とミニ講座を行って
います。楽しく健康づくりをしま
せんか。市内在住の65歳以上で
医師から運動を禁止されていない
人、介護保険の要支援認定の人も
対象。飲み物、タオル持参。会場
に直接。（送迎なし）

◆ 多摩区健康ウオーク体験教室
「等覚院と新緑の東高根」
　健康のために歩いてみません
か。5月1日（木）9時10分～9時半に
宿河原駅改札前集合、12時ごろ川
崎市緑化センター解散。約4㌔を
歩きます。40人。50円（保険料他）。
飲み物、タオル、帽子、雨具持参。
雨天時は5月8日（木）。 4月15日
から直接か電話で。［先着順］

▼多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1
☎935-3333、 935-3398

▼ 多摩区文化協会ちびっこシア
ター「桃太郎」

　劇団飛行船による舞台。6月5
日（木）15時～16時45分。多摩市民
館で。500人。 5月7日（必着）ま
でに全員（3人まで）の氏名と子ど
もの年齢も記入し往復ハガキで多
摩市民館内多摩区文化協会ちびっ
こシアター係。［抽選］
▼ 家庭・地域教育学級「続・集ま
れ、だだっ子２歳児」

　自我の目覚めを迎える2歳児の

親子にポイントを絞り、楽しい仲
間づくりと円滑な親子関係を学び
ます。5月16日～7月18日の主に
金曜、10時～12時、全8回。多摩
市民館体育室他で。5月16日現在
で2歳～2歳9カ月の子どもと保
護者15組。 4月22日（必着）まで
に子どもの名前と月齢も記入し往
復ハガキで。［抽選］
▼ 市民エンパワメント研修「保育
ボランティア入門研修」

　地域の子育てについて考え、応
援するボランティア活動の取り組
み方を学習します。6月3日～7
月15日の主に火曜、10時～12時、
全5回。多摩市民館で。25人。

4月16日から直接か電話で。［先着
順］

◉まちづくり局交通政策室
〒210-8577川崎区宮本町1
☎200-2717、 200-3967

◉ 稲田堤駅色彩デザイン投票
実施

　稲田堤駅が新しく生まれ変わり
ます（29年度完成予定）。そこで外
観の色彩などを選ぶための投票を
実施します。期間…4月30日（水）～
5月15日（木）。場所…稲田堤駅改札
（券売機横）。方法…好きなデザ
インを紙に記入し投票箱に入れて
ください。

※電話受付時間は8時半～12時、13時～17時15分

地域保健福祉課
935-3276

母の塔とデザインを合わ
せた園路

日程 受付時間 内容・対象など ［先着順］

39歳まで
の健診・
保健指導

検査日
4月23日（水）

9時～
9時20分

身体・血圧測定・尿・骨密
度・血液検査と結果指導。
区内在住で両日参加でき
る18～39歳の各日25人。
1,650円（予定）。※妊婦・
産後1年以内の人、年度
内に40歳を迎える人など
は受けられません

4月16日から
電話で
☎935-3301
☎935-3294

指導日
5月28日（水）

10時～
10時半

検査日
5月28日（水）

9時～
9時20分

指導日
6月25日（水）

10時～
10時半

1 歳 児
歯科健診 5月1日（木）

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15日から
電話で
☎935-3295

日時　5月29日（木）9時～13時ごろ
集合場所　向ケ丘遊園駅南口
コース　生田緑地東口ビジターセ
ンター～日本民家園～緑地内を散
策～生田緑地ばら苑

えん

定員・料金　30人。100円（保険料）

ばら苑も楽しむ
民家園の解説付き散策ツアー

子育て事業に参加しませんか

　保育園で年齢に合った保育と給食を体験しませんか。いずれも木曜。
対象・定員・費用　区内在住の就学
前の子どもとその保護者、2人1組
で各日2組、1組500円

5・6月希望は4月16日～23日、
7・9月希望は5月16～23日の9時～16時に電話で多摩区役所こども支援
室☎935-3104、 935-3119。［抽選］

　地域で子育て支援活動を行う人の養成講座と実習を行います。　
日時　6月6日～10月17日の金曜、10時～12時、全15回の講座と実習
場所　区役所他（実習は区内の子育て支援の活動場所）
内容　子どもの発達や子育て支援活動の学習、活動実習など
定員　20人。※保育あり（おおむね1歳半以上15人、保険料600円）

5月16日（消印有効）までに往復ハガキに住所、氏名、電話番号、保
育希望者は子どもの氏名と年齢も記入し〒214-8570多摩区役所こども支援室
☎935-3241、 935-3119。［抽選］。※結果は5月23日までに通知します

　親子あそびや講座(保育付き)などで育児について学びませんか。
場所　❶土渕保育園❷生田保育園❸長尾こども文化センター
期間・日時・定員　6月～27年1月、❶❷土・日曜❸月・水・土・日曜、いず
れも10時～11時半、全12回（6回は多摩市民館などで合同開催）、各20組
対象　おおむね1歳6カ月から未就園の子どもと保護者
費用　保険料1人500円、材料費1人1,000円（子どものみ）
5月7日（消印有効）までに往復ハガキに希望の場所、住所、電話番号、

保護者と子どもの氏名（ふりがな）、子どもの生年月日、性別（同伴の子
どもも）、子育てで心配なことなどを記入し〒214-8570多摩区役所こども
支援室☎935-3261、 935-3119。［抽選］。※結果は5月23日までに通知
します

「親子でランチ」が始まります

「子育て支援者養成講座」の受講生募集

「親と子の育児園」の受講生募集

の他、民家園の入園料（一般500
円）。65歳以上など割引あり。参
加者全員に民家園の無料招待券を
プレゼント
4月15日から電話か参加者全

員の住所・氏名・年齢、代表者の電
話番号を記入しファクスで区役
所地域振興課☎935-3132、 935-
3391。［先着順］

会場（老人い
こいの家） 曜日 時間

南菅 火曜
13時半～
15時　　菅 水曜

中野島 木曜

登戸 月曜

10時～　
11時半　

長尾 火曜

枡形 水曜

錦ケ丘 金曜

園名 5月 6月 7月 9月
土渕 1日/22日 5日/26日

3日/17日
4日/25日

生田 22日/29日 5日/19日 11日/18日
菅 1日/29日 19日/26日 10日/17日 4日/18日


