
人 世帯万万21 3,765 10 5,071

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

日時　❶平日開庁時間中：2月2
日（月）から、8時半～17時（12時～
13時を除く）
 ❷平日時間外：2月2日～2月13
日、17時～19時半
※2月13日（金）以降、平日開庁時
間中に来庁できない人は電話で
お問い合わせください（2月末ま
で実施）
 ❸土曜：2月7日、14日、21日、9
時～12時
場所　区役所児童家庭課
対象　27年度入所申し込みで入
所保留となった人
内容　保育所などの入所や認可
外保育施設（川崎認定保育園など）
の相談・案内。相談時間は約30分

❶は申し込み不要。❷❸は
事前予約制。2月2日から❷は当
日12時までに、❸は前日17時ま
でに電話で区役所児童家庭課☎
935-3278、 935-3119。予約が
ない人の相談は、受けられませ
ん。※状況により、お待ちいた
だく場合があります

区役所こども支援室☎935-3177、 935-3119

区役所地域振興課☎935-3148、 935-3391皆川知子 アド・リビトゥム

熱心に取り組んでいます

　緑地内では、谷の雪、月宮殿、
玉牡丹、黒田など約51種類、約100
本の梅の花が咲き誇ります。

生田緑地の梅
音楽
運
動♬♬ や に親しもう

区では音楽やスポーツなど

さまざまなイベントを開催します。
心身を育むきっかけにしてみませんか。

　区内の公立保育園が地域の民生委員・児童委員と一
緒に行う子育てサロンです。子どもと一緒にすてき
な歌声に包まれませんか。誕生会も行います。いず
れも10時～11時半（受け付け10時）
日程・場所　❶3月5日（木）菅こども文化センター❷3
月10日（火）KFJ多摩児童館すかいきっず（登戸2249-1）
❸3月12日（木）生田道院（生田7-10-20）❹3月17日（火）中
野島こども文化センター
対象・人数・出演　就学前の子どもと保護者、当日先
着各50組、❶❷皆川知子（声楽家）❸❹アド・リビトゥ
ム（室内楽）

　スポーツを通じて健康で元気あるまちにするためのイベントを開催し
ます。各スポーツの体験教室を実施しますので、ぜひ参加してください。
日　時　3月15日（日）9時10分～15時半
場　所　多摩スポーツセンター、南菅中学校
持ち物　屋内種目に参加する人は体育館シューズ、プール種目に参加す
る人は水着、水泳帽

親子ミニコンサート

多摩区スポーツフェスタ

◆多摩スポーツセンター事前申込種目　 ◆地域振興課事前申込種目

ママと
あそぼう
パパもね

参加者
募集！

種目 会場 時間 対象 募集人数
ダンススイミン
グ教室

温水プール

11：30～12：30 小学3年生
以上 50人

メダリストによる
水泳教室・水中レ
クリエーション

13：00～15：15
小学1～6年生 30人

中学生以上 20人

★弓道体験会 アーチェリー場 13：00～15：00 中学生以上 15人

ベビーダンス
体験教室 第2武道室 11：30～12：30

生後3カ月か
ら抱っこ可能
な月齢の子ど
もと保護者

20組

★テニス体験レッ
スン（ジュニア） テニスコート

（雨天中止）

10：00～11：30
年長・小学1～
3年生 25人

小学4～6年生 25人
★テニス体験レッ
スン（一般） 11：45～13：15 中学生以上 50人

会場はいずれも同センター
※★の教室は用具を貸し出します（テニス用具は数に限りがあります）。

2月10日9時～27日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］

2月10日9時～27日17時に申込用紙（区役所地域振興課窓口で配布中。
区ホームページからもダウンロードできます）に記入し、直接、区役所地
域振興課☎935-3118、 935-3391。［先着順］

種目 会場 時間 対象 募集人数

サッカー教室A
（小学生）

南菅中学校
校庭
（雨天時：同校
体育館）

10：00～11：00 小学1～3年 100人

サッカー教室B
（中学生） 11：00～12：00

中学生（中学校
サッカー部な
どで活動して
いる人）

60人

野球教室

多摩スポーツ
センター野球
場
（雨天時：菅高
校体育館）

10：00～12：00
小学5・6年生
（軟式野球チー
ム所属）

100人

走り方教室 南菅中学校
体育館 13：00～15：00 小学1～6年生 50人

27年度保育所入所27年度保育所入所
保留の人の入所相談保留の人の入所相談

たまアトリウムコンサート
日時・場所　2月18日（水）12時～12時40分、区役所1階
アトリウム
出演　おんがくしつトリオ
中村栄宏（リコーダー）、菅谷詩織（鍵盤ハーモニカ）、
内藤晃（ピアノ）
曲目　スタジオジブリメドレー、ブエノスアイレス
の冬、Sing他

玉
本

©井村重人©井村重人 ©井村重人©井村重人 ©おのしの©おのしの

中村栄宏 菅谷詩織 内藤晃



　歌や面白い音を織り交ぜた読み聞かせを、ひな祭りバージョンで行い
ます。歌とパーカッションによるわくわ
く・ドキドキをお届けします。
日時　2月28日（土）❶11時～11時半、❷12
時～12時半
場所　生田緑地東口ビジターセンター2階
生田緑地東口ビジターセンター☎933-

2300
生田緑地整備事務所☎934-8577、 934-8578

【第20回】おすすめ情報

　登戸・向ケ丘遊園駅を
除く区内駅周辺の放置自
転車などを保管していた
菅北浦自転車等保管所を
3月末に閉鎖します。こ
のため3月1日から撤去
した放置自転車などは登
戸陸橋高架下自転車等保
管所で保管します。

　市の国民健康保険事業の運営について協議する委員を募集します。
募集人数・任期・資格　1人、6月1日～29年5月31日、20歳以上で区内在
住1年以上の市国民健康保険被保険者（昭和17年5月31日以前に生まれた
人、退職者を含む市職員、市付属機関などの委員を除く）

2月27日（消印有効）までに、履歴書などに住所、氏名、電話番号、
性別、生年月日、職業、主な職歴、ボランティアなどの活動経験、応募
理由を簡潔に記入し、小論文「私と川崎市の国民健康保険について」（800
字程度・書式自由）を添えて郵送で〒214-8570多摩区役所保険年金課☎935-
3164、 935-3392。［選考］

　明日からでも実践できるような実技を身に付け、すてきなシニアライ
フを目指しませんか。全2回。
日時・場所　❶3月18日（水）10時～12時、区役所保健福祉センター1階講堂
　　　　　  ❷3月27日（金）9時半～13時、区役所5階市民館料理室
対象　おおむね60～70歳代前半の区内在住の男性30人
費用　調理実習での材料費実費（❷のみ）
※❷は調理実習になるので、エプロン・三角巾・布巾・手拭きタオルを持参

2月16日から直接か電話で区役所地域保健福祉課☎935-3294、
935-3276。［先着順］

絵本とお歌・音遊び

国民健康保険運営協議会委員の募集

建設緑政局自転車対策室☎200-2303、 200-3979

総合企画局臨海部国際戦略室☎200-3634、 200-3540
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健康塾
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登戸陸橋下保管所

登戸陸橋高架下自転車保管所
多摩区登戸新町345☎934-0368

菅北浦自転車等
保管所の閉鎖

※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

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

●区役所衛生課
〒214-8570多摩区登戸1775-1
☎935-3310、 935-3394

●ペットの防災セミナー
　突然やってくる災害に備え、ペッ
トの飼い主が日ごろからできる対
策についての講演を行います。2
月28日（土）14時～15時半。（開場13時
半）。区役所11階会議室で。先着
40人に防災グッズなどを配布しま
す。

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

▼多摩区社会福祉大会開催
　広く福祉についてお知らせする
講演会など。2月18日（水）13時15分
～15時半（開場12時半）。多摩市民
館大ホールで。
当日先着 9 0 0
人。講師：菊池
幸夫（弁護士）
＝写真。要約
筆記、手話通
訳は要相談。

◉多摩老人福祉センター
〒214-0012多摩区中野島5-2-30
☎935-2941、 935-5024

◉青春の歌声喫茶
　懐かしいフォークソングや歌謡
曲などのヒット曲を生演奏に乗せ
てみんなで歌いませんか。3月12
日（木）❶10時～12時❷13時半～15
時半。❶、❷は同内容、申し込み

はいずれか一つ。市内在住で60歳
以上の各70人。参加費100円。
2月16日9時から本人が直接か電
話で。［先着順］

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

　歯科医師による講話と歯科衛生
士による歯磨き、健

けん

口
こう

体操などを
行います。3月24日（火）14時～15時
半。区役所保健福祉センター講堂
で。区内在住の40人。 2月17日
から直接か電話で。［先着順］
◆健康ウオーク体験教室
　生田緑地うたのこみちコース（4
㌔）を歩きます。3月5日（木）9時半
に生田緑地東口ビジターセンター
前集合、12時ごろ生田緑地東口解
散。雨天時は3月12日（木）に延期。
40人。飲み物、タオル、雨具、帽
子持参。50円（保険料）。 2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

■ 「地域の寺子屋を知ろう」
　モデル事業として始まった「地
域の寺子屋」の取り組みを知り、地
域全体で教育をサポートすること
について、皆さんで考えてみませ
んか。実際に運営者に話を聞きま
す。多摩区・麻生区の合同開催。2
月25日（水）18時半～20時半。多摩市
民館大会議室で。25人。 2月15
日10時から直接か電話で。［先着順］

◆ 誤
ご

嚥
えん

性肺炎を防ぐための口
こう

腔
くう

ケア講座

見て聴いて、心に残る
楽しいひとときを

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
2月25日（水）

9時～
9時20分

身体・血圧・骨密度測定、尿・
血液検査と結果指導。両日
受けられる18～39歳の区内
在住の各25人。1,650円。※
妊婦・産後1年以内の人、年
度内に40歳を迎える人、国
民健康保険に加入の「35・38
歳健診」対象者は、受けら
れません

2月18日から
電話で
☎935-3301
☎935-3294

指導日
3月25日（水）

10時～
10時半

検査日
3月25日（水）

9時～
9時20分

指導日
4月22日（水）

10時～
10時半

1 歳 児
歯科健診 3月5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

2月17日から
電話で
☎935-3301

生活習慣病
予 防 相 談 3月18日（水）

13時15分
～13時半 

生活習慣病、歯周病予防
などの個別健康相談。最
近の健康診査の結果を持
参。40歳以上の10人

2月24日から
電話で
☎935-3301
☎935-3294

禁煙相談 3月18日（水）14時～14時15分 

たばこの知識と禁煙方法
の講義と個別相談。区内在
住・在勤の女性禁煙希望者
4人

2月24日から
電話で
☎935-3294

やってみよう！認知症予防　
大人の男の健康的なシニアライフ

◆活動日時◆
2月15日（日）9時半～昼ごろ
雨天時22日（日）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

運動のつどい運動のつどい
　「花と緑の講演会」を開催。当
日、すてきな花をプレゼント。
日時・場所・定員　3月4日（水）15時
～17時（開場14時半）、市民館大
会議室、当日先着200人
講師　佐久間哲（市緑化センター
緑化相談員）
区役所地域振興課☎935-3133、
935-3391

　アルツハイマー病、難治がん、脊髄損傷の治療法や介護・医療ロボッ
トなどの研究開発を行う「キング スカイフロント」が川崎区殿町にあり
ます。区内の明治大学でも医療分野の研究が行われており、今後、キ
ング スカイフロントと連携することで、世界に先駆けた新しい医療が

生まれる可能性があ
ります。詳しい情報
はホームページ（
http://www.king-sky
front.jp/）の他、区役
所や図書館で配布中
のニュースレターを
ご覧ください。

最先端医療革命を「キング スカイフロント」から！

花花い
いぱ
っ

羽田空港羽田空港 多摩川多摩川

殿町国際戦略拠点殿町国際戦略拠点
「キング スカイフロント」「キング スカイフロント」


