
人 世帯万万21 4,173 10 5,340

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

　全ての問題に答えて応募すると抽選で、
川崎フロンターレホームゲームのチケット
やグッズが当たります。
日本民家園☎922-2181、 934-8652

　会場のクイズポイントでスタンプを
集めると、キャラクターグッズがもら
えます。

9時半～18時

9時半～17時

民家園を巡るクイズラリー民家園を巡るクイズラリー

藤子・F・不二雄ミュージアム藤子・F・不二雄ミュージアム
クイズラリークイズラリー

中野島音楽祭

　7月26日（土）11時～21時、中野島
駅周辺でコンサートやフリーマー
ケットなどが催され、多くの人で
にぎわいます。

夏の夏の思い出を思い出をつくろうつくろう！！

http://summer3museum.jimdo.com/

　爽やかな緑に囲まれたメタセコイヤの森
で迫力のあるコンサートを行います。
出演　山崎千裕＋R

ル ー ト

OUTE14b
バ ン ド

and（写真）、
m
マ サ
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ツー

s
セッツ

ets他

　メガスターⅢフュージョンによる投影を
体験できます。中学生以下無料。
かわさき宙と緑の科学館☎922-4731、
934-8651

　エコバッグ作りや太陽
熱を利用した料理などを
行います。
多摩区観光協会（原島）
☎ 922-6543（9時～18時）

　岡本太郎の立体作品と
ふろん太君の塗り絵がで
きます。
岡本太郎美術館
☎900-9898、 900-9966

　井戸くみ、水鉄
砲、洗濯板などの体
験ができます。
入園料：一般500円。
※浴衣・甚平の人は
無料
日本民家園☎922-

2181、 934-8652

　川崎フロンターレ
のマスコットふろん
太君（写真）と記念撮
影ができます。
川崎フロンターレ
☎813-8983、
813-8619

　ネーチャークラフトや
水鉄砲作りなどを行いま
す。
生田緑地運営共同事業体
☎ 933-2063

　普段は入れないゴルフ場
で触れ合い動物園、スナッ
グゴルフなどを行います。
川崎国際生田緑地ゴルフ場

☎934-0015、 933-5612

パサージュ・たま事業

区民の健康づくりを推進します
会　　場 日　　時 会　　場 日　　時

登戸・
中野島
方面

さくらホール 月曜、10時～
生田・
長沢
方面

錦が丘いこいの家 第1・3土曜、第2火曜、10時～
中野島こども文化センター 月曜、9時半～ 長沢自治会館 火曜、9時半～
登戸いこいの家 木曜、13時半～ 三田こども文化センター 火曜、10時～
中野島団地4号館104号室 木曜、13時半～ 寺尾台コミュニティーセンター 第1・3木曜、13時半～
多摩老人福祉センター 火曜、9時半～、10時半～

菅方面

菅住宅集会場 金曜、9時半～

堰
せき

・
宿河原
方面

多摩新町自治会館 金曜、10時～ 小嶋宅（菅仙谷1-3-26） 火曜、9時半～
メゾンドール多摩川集会室 5・10・15・20・25・30日、10時～ ふじのき台団地集会所 水曜、10時～
宿河原東住宅集会所 月曜、10時～ 南菅いこいの家 木曜、13時半～
長尾いこいの家 土曜、10時～ 菅いこいの家 第1・2・4火曜、9時半～

枡形・
生田緑地
方面

おしぬま自治会館 月曜、13時半～
枡形いこいの家 月曜、10時～、11時20分～
生田住宅集会所 木曜、10時～

　いずれも30分程度、音楽に合わせて全身を曲げ伸ばしします。
※飲み物、バスタオルを持参。※祝日などで休みの場合がありますので、実施
の有無を確認してください
区役所地域保健福祉課☎935-3294、 935-3276

83
生田緑地サマーミュージアム

11時～18時

16時15分～17時

10時～15時

10時～15時

9時半～18時 10時～15時

9時～16時

生田緑地フォレストステージ生田緑地フォレストステージ

プラネタリウム・フュージョン投影プラネタリウム・フュージョン投影

親子エコ体験教室親子エコ体験教室

巨大塗り絵に挑戦巨大塗り絵に挑戦

納涼民家園納涼民家園 ふろん太君とのふろん太君との
触れ合い触れ合い

9時半～17時

多摩川流域7自治体交流多摩川流域7自治体交流
イベントラリーイベントラリー

夏の思い出を作ろう

ゴルフ場開放ゴルフ場開放

　障害に関する展示など。
日時　7月17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

◆活動日時◆
7月19日（土）9時半～昼ごろ
雨天時26日（土）に順延
日向山の森（東生田緑地）
集合場所：頂上広場

日向山うるわし会事務所（石郷岡）
☎944-1941（9時～18時）
区役所地域振興課

☎935-3131、 935-3391

日

ろろうを作作ろろうを作作ろう

　生田緑地を舞台に、子どもから大人まで楽しめるさまざまなイベントを開催します。
飲食の出店もあります。

日時　8月3日（日）9時～18時、荒天中止（雨天の場合は縮小実施）　場所　生田緑地（中央広場他）
生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300、 933-2055。※詳細はお問い合わせください

10時～15時

みどりの上映会みどりの上映会

　多摩区にちなん

だ作品「ウルトラ

マン」「ウルトラセ

ブン」の野外上映

会を行います。

日時　8月3日（日）1
9時～20時半

（開場18時半）、雨
天中止

場所　川崎国際生田
緑地ゴルフ場

区役所地域振興課
☎935-3132、

935-3391。当日は
川崎国際生田

緑地ゴルフ場☎934
-0015、 933-

5612

同 日 開 催

多 摩 区 体 操い いき き

　7月～11月に各地域で開催されるイベン
トを巡るスタンプラリーです。



こ
こ
か
ら
多
摩
区
版
で
す

こ
こ
か
ら
多
摩
区
版
で
す

こ
こ
か
ら
多
摩
区
版
で
す

　生田緑地マネジメント会議の取り組みとして、5月24日（土）に、専修大
学の課題解決型インターンシップの学生にも参加してもらい、向ケ丘遊
園駅前で、ばら苑

えん

への案内を行いました。
生田緑地整備事務所☎934-8577、 934-8578

　安全で安心・潤いのある暮らしの実現に向けて市民活
動団体の活動を募集し、選定したものを区の事業として
実施します。詳細はお問い合わせください。
区役所企画課☎935-3147、 935-3391

　毎月第3月曜・第1水曜に中野島中央公園などで子どもの遊び場やカ
フェを設け、人々の交流の機会をつくります。実施団体…多摩区でプレー
パークをやっちゃおう会

　家庭の使用済みてんぷら油を回収し、精製したバイオディーゼル燃料
によるエコバスツアーの実施や子ども向けの資源循環プログラム冊子の
作成・講座を行います。7月29日（火）8時半～15時、「川崎市民石けんプラン
ト」や「かわさきエコ暮らし未来館」を見学します。実施団体…かわさきか
えるプロジェクト。 ☎854-3711（9時～17時）

　コミュニティカフェまめり（菅馬場3-7-4）で「介護・認知症・引きこもり・
いじめ」などをテーマに、専門家による講演と意見交換を行います。7月
26日（土）「認知症」、8月2日（土）「子育て」、8月23日（土）「介護」、いずれも10
時～12時。実施団体…まめな人生。 ☎070-5010-5440（9時～17時）

【第13回】 生田緑地への案内を考えるプロジェクト活動

※電話受付時間は8時半～12時、13時～17時15分
※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

区役所地域保健
福祉課 935-3276

日程 受付時間 内容・対象など ［先着順］

1 歳 児
歯科健診 8月7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

7月15日から
電話で
☎935-3301

夏には働きバチが増えて巣が大きくなり、攻撃性が高まります。夏に
ハチによる事故に注意しよう

区役所衛生課☎ 935-3310、 935-3394

❶巣を作りやすい場所

❷ハチに刺されないための注意事項

　軒下、戸袋内、通風口、垣根などの他、
室外機などの低い場所にも作ります。

①洗濯物の取り込み時に注意
②ハチを刺激しない「慌てず・触らず・近寄らず」
③ハチが家の中に入って来たら、明るい方の窓や戸を空ける
④刺されたら、患部を水で洗い、冷やして早期に医療機関で受診

※区役所では駆除は行いませんが、駆除方法の相談と防護服（ヘルメッ
ト・つなぎ服）の貸し出しを行っています。

●地域コミュニティー活性化による子育て支援公園カフェ事業

●子どものための「てんぷら油をエネルギーにかえる」資源循環プログラム

●地域課題を学ぶ多世代交流事業

　多摩の歴史について、稲田郷土
史会、登戸研究所保存の会、たま
文化財ボランティアの会、炉端の
会の話を聞き、交流しませんか。
日時・場所　7月23日（水）13時～15
時（開場12時半）、区役所6階601
会議室
定員　当日先着40人
テーマ　歴史カフェ～親子で知ろ
う多摩のヒストリー～
区役所地域振興課☎935-3148、
935-3391

　三味線による民謡やジャズ
ミュージックを届けます。
日時・場所　9月6日（土）14時～16時
半（開場13時半）、星の子愛児園
「宙

そら

」3階ホール（稲田堤駅徒歩2分）
定員・料金　小学生以上、80人。
大人500円、子ども300円
出演　伊藤圭佑（津軽三味線）

7月22日から直接か電話で地
域子育て支援センター星の子愛児
園「宙」☎944-1515、 944-1533。
［先着順］

多摩★まちCafeを
開催

あいじえん「宙」からの
コンサート

多

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6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

●26年度後期講座（10月～27年3月）
　市内在住の60歳以上。
一般講座（1人2講座まで、全8回）

講座名 曜日など 定員
楽しい編み物 月曜/午後 18人
書道 月曜/午前 各

15人デジカメ入門 火曜/午後
やさしいヨガ 火曜/午後 25人
絵手紙 水曜/午前 18人
初めてのラウンドダンス 水曜/午後 各

40人カラオケ 木曜/午後着付け 10人
太極拳 金曜/午前 40人
楽しく歌いましょう 金曜/午後 70人

料理講座（全5回）
講座名 曜日など 定員

食生活講座 第3金曜/午前 各
20人第4水曜/午前

男性料理教室 第2木曜/午前 18人

　いずれも同センターで。食材費
（1回500円）・教材費は実費。 7月
28日から8月30日までに返信用の
82円切手を持参し直接。［抽選］

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

◎ ふるさとなんでも相談会「ふる
さとの歴史をしらべよう」

　街の歴史や文化を自由に研究し

て「ふるさと」への理解を深めませ
んか。8月2日（土）13時～16時、3
日（日）10時～12時、13時～16時。
多摩図書館整理室で。 同館で配
布中の相談用紙を8月1日（必着）
までに直接か郵送で。
◎絵本が伝える戦争と平和
　つらい戦争の時代を思い、子ど
もたちの平和を願う催しです。❶
絵本と写真の展示…8月9日（土）、
10日（日）、10時～16時。多摩図書
館で。❷おと絵がたり（影絵）…8
月10日（日）13時半～15時。多摩市
民館で。小学生以上、当日先着
100人。

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

◆ プロに教わる野菜たっぷり
カレーギョーザ教室

　中華料理店の店主に、夏野菜を
使ったギョーザの作り方を教わり
ます。8月20日（水）9時半～13時。
区役所保健福祉センターで。区内
在住の小学生と保護者12組24人。
材料費実費。エプロン、三角巾、
布巾、タオルを持参。 7月16日
から直接か電話で。［先着順］
◆ 働き盛り＆子育て世代の運動体験
講座「親子で楽しいフィットネス」

　健康運動指導士と、自宅ででき
る生活習慣病予防の運動を体験し
ます。7月31日（木）10時～11時半。

区役所保健福祉センターで。3歳
～就学前の子どもと保護者（20～
40代）10組20人。飲み物、タオル
持参。保育は要相談。 7月16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

▼市民自主学級「ココラク2」
　子どもが自ら命を手放さないた
めに、保護者に必要な知識を身に
付けます。9月13日～11月8日の
土曜（9月20日、10月4日、11月1
日は除く）、主に10時～12時、全
6回。多摩市民館で。年少～小学
3年生の子どものいる保護者30
人。保育あり（1歳半～就学前の
子ども、8人、2,000円）。 8月20
日（必着）までに応募理由（保育が
必要な人は子どもの氏名、生年月
日も）も記入し往復ハガキで。［抽
選］
▼市民自主学級「たま親子学級」
　子育てについて学び、仲間づ

くりをする講座。9月4日～12月
11日の木曜（9月18日、10月23日、
10月30日、11月27日を除く）、10
時～12時、全11回。多摩市民館で。
区内在住で2～3歳の就園前の子
どもと保護者15組。1,700円（保育、
保険料など）。 7月31日（必着）ま
でに応募理由、子どもの氏名、生
年月日も記入し往復ハガキで。［抽
選］

◉多摩区社会福祉協議会
〒214-0014多摩区登戸1763
☎935-5500、 911-8119

◉ たまたま子育てまつりボラン
ティア募集

　子育て支援団体、企業、商店な
どと行政が協働で開催するイベン
トを手伝います。9月20日（土）9時
半～15時…事前説明、会場設営な
ど。9月21日（日）8時45分～17時…
イベント運営（来場者整理、スタ
ンプラリー補助など）。中学生以
上。両日とも昼食付き。 8月30
日までに直接か電話で。［選考］

 磨けば光る多摩事業決決定定


