
人 世帯万万21 3,677 10 5,032

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

　熱気あふれる区民会議（写真）を
皆さんで傍聴しませんか。
日時　3月24日（火）18時半～20時
　　　（開場18時15分）
場所　区役所6階第601会議室
定員　当日先着10人

第3回多摩区区民会議開催

“熱い思い”“熱い思い”ががまちまちを変えるを変える
　地域の課題を発見し、解決するために調査・審議をする区
民会議。区民、団体関係者、行政が一丸となり取り組みます。
区役所企画課☎935-3147、 935-3391

　さまざまな視点から解決
策を模索し、審議結果を区
長に報告します。

　互いに連携しながら、地域で
取り組みを実践します。

　第2・第4土曜の8時半～12時半の他に、臨時に窓口を開設します。朝
の時間帯が比較的すいています。
日時　4月4日（土）8時半～12時半
取り扱い業務　転入・転出手続きなど。詳細は市版3面参照
窓口　区役所区民課、保険年金課（国民年金手続きを除く）
区役所区民課☎935-3154、 935-3392。区役所保険年金課☎935-

3164、 935-3392

　多摩市民館で活動するサークルやグループの学習発表
など、日ごろの活動を市民に紹介する場です。多くの「学
び」に触れてみませんか。
日時　3月14日（土）、15日（日）、10時～16時　場所　多摩市民館　
内容　展示、講習会、実技指導・公演など
多摩市民館☎935-3333、 935-3398

第５期多摩区区民会議
始動から６カ月

課題の整理 審議課題の選定 解決策を検討
⬇

区長へ報告
　地域の状況や課題を洗い出し整
理・分析をします。

　2つの部会で、審議対象を選
定します。
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課題審議中！
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解決への取り組み

第5期 区民会議委員の紹介（50音順、敬称略） 第４期 区民会議の提言により実施した取り組み

4月4日（土）区役所の一部窓口を臨時に開設します

氏名 所属団体など
安陪修司 多摩区商店街連合会
荒井精一 市民公募
石橋吉章 区長推薦
岩野正行 多摩区観光協会
国保久光 多摩区医師会

小塚千津子 多摩区こども総合支援連
携会議

近藤　清 多摩区自主防災組織連絡
協議会

杉下禄郎 市民公募
高橋謙一 多摩区・3大学連携協議会

氏名 所属団体など
田澤祐信 多摩防犯協会
辻野勝行 多摩区まちづくり協議会
戸髙仁子 かわさきかえるプロジェクト
配島裕美 多摩区地域教育会議
原田　弘 多摩交通安全協会
藤原　司 多摩区社会福祉協議会

細埜隆己 登戸土地区画整理事業ま
ちづくり推進協議会

矢野久喜 市民公募
山下宏子 市民公募
余湖英子 多摩区文化協会

　災害時の避難場所、緊急連絡先
などを記入し冷蔵庫などに掲示で
きます（写真）。今後試行的に配布
を行い、効果を検証します。

　地域の活動やイベント情報を掲
載。区役所などの公共施設や「まい
ぷれ川崎市多摩区」のホームペー
ジで見ることができます（写真）。
http://tama-kawasaki.mypl.net/

3月 4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7混

8 9 10 11 12 13 14
混 混★

15 16 17 18 19 20 21混

22 23 24 25 26 27 28
大 混 混 混 混 混★

29 30 31
大 大

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
大 大 大 混★

5 6 7 8 9 10 11
大 大 混 混 混 混★

12 13 14 15 16 17 18大 混

19 20 21 22 23 24 25
混 混★

26 27 28 29 30
混 混 混

大＝ 大混雑
混＝ 混雑
★＝土曜開庁日
＝閉庁日

※手続き内容によ
り大混雑時は3時
間程度、混雑時は
2時間程度お待ち
いただく場合があ
ります。

3月
14 15日 日

土 日 たま学びのフェア

ホールでの催し 生涯学習交流集会
3月14日

●吟詠発表
●ハーモニカ
　発表会
●フラダンス
●フラメンコ
　ショー
●芝居人情喜劇

3月15日
●ビッグバンドジャズ
●キッズジャズダンス
●着物振り袖着付け帯
　結び
●ハーモニカ発表会
●アンサンブル演奏会
●音楽劇「通小町」
●バリダンス発表会

　26年度の市民自主学級、
市民自主企画事業などを振
り返り、市民協働による区
の生涯学習の在り方につい
て考えてみませんか。
日時　3月14日14時～16時
場所　多摩市民館第5会議室
定員　当日先着30人

連携

区民会議
委員

行政

団体など 区民

ステップⅠ
解決策を検討
ステップⅡ

ステップⅢ

「備える。多摩区」の作成 「たまりぽうと」の発行

マスコット「ぴぴ」
みんな来てね！

まいぷれに
アクセス↓

第4期区民会議では、「自然災害への備え」と
「地域の絆づくり」に関する提言を行いました。
（左）池田健児区長（右）大津努前委員長

人や地域のつながりづくりをテーマに審議

区の魅力・まちの活性化をテーマに審議



　さまざまな種目を体験し、楽しめます。
日時　3月15日（日）8時45分開場、9時10分から開会式
場所　多摩スポーツセンター、南菅小学校
★の種目は多摩区スポーツフェスタ実行委員会事務局☎935-3118、
935-3391。無印は多摩スポーツセンター☎946-6030、 946-6032

※運動に適した服装でお越しください。屋内施設を利用する場合は体育館
シューズ（ノンマーキングシューズ）を持参してください

　まちで面白い活動をしている人
の話を聴き、自由に語り合います。
日時・場所など　3月22日（日）13時
～15時半（開場12時半）、区役所6
階会議室、当日先着40人
テーマ　折り紙で多世代交流
※保育希望（2歳以上）は3月18日
までに電話で要申し込み
区役所地域振興課☎935-3148、

935-3391

　区内4地区で、就学前の子ども
と保護者が楽しく集う場を提供し
ています。詳細はお問い合わせく
ださい。誕生会や栄養士の相談も。
区役所こども支援室☎935 -

3109、935-3119多摩★まちCafé
「カフェ d

でで

e 折り紙」を開催

ママとあそぼう
パパもね

桜×親子撮影会

第2回　多摩区スポーツフェスタを開催

Hiphop教室参加者募集
　音楽に合わせダンスをします。
日時・場所　4月～9月の主に火
曜、17時半～18時半、全15回、中
野島小学校特別活動室
対象　小学4年～中学3年生、20人
料金　8,300円（受講料・保険料）

3月25日（必着）までに住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、学
校名、学年を記入し往復ハガキで
〒214-0012多摩区中野島5-16-7-205
中野島総合型スポーツクラブビル
ネ事務局（伊藤）☎080-5080-6662、
932-4838。［抽選］。 区役所地

域振興課☎935-3118、 935-3391

※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

▼区役所企画課
〒214-8570多摩区登戸1775-1
☎935-3147、 935-3391

▼ 26年度「大学・地域連携事
業報告会」を開催

　大学と地域が協働で実施した取
り組みを紹介します。3月23日（月）
13時～15時（開場12時半）。多摩市
民館4階第1会議室で。当日先着
50人。専修大学：多摩区の農業生
産者と消費者の交流促進に関する
事業、明治大学：まちなかギャラ
リーによるコミュニティー交流創
出事業。

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

◆健康ウオーク体験教室
　二ケ領宿河原桜並木コース約4
㌔を歩きます。4月2日（木）9時半
までにJR登戸駅改札前集合。12
時ごろ市緑化センター解散。区内
在住の40人。保険料50円。飲み物、
タオル、雨具、帽子持参。雨天時
は4月9日（木）に延期。 3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「やさしいエアロビクス」

　生活習慣病予防の運動を体験し
ませんか。3月26日（木）10時～11時
半。区役所保健福祉センター講堂

日程 受付時間 内容・対象など ［先着順］

1 歳 児
歯科健診 4月2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

3月16日から
電話で
☎935-3301

◆活動日時◆
3月21日（祝）9時半～昼ごろ
雨天時28日（土）に延期
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

料理教室（全5回、食材費実費）
講座名 曜日など 定員

食生活講座 第3木曜
午前 各20人第4水曜

男性料理教室 第1木曜 18人
健康増進教室

体操教室 第1・3木曜・
午後 50人

転倒予防教室 第2月曜・午後 25人
ロコモン体操 第2・4火曜・

午後 30人

※詳細はお問い合わせください

　市内在住で60歳以上の初心者。いずれも同センターで。教材費は実費。
3月23日までに返信用の82円切手を持参し、直接。［抽選］

多摩老人福祉センター　27年度講座募集
〒214-0012多摩区中野島5-2-30  ☎935-2941、 933-5024 　

　桜を背に、プロのカメラマンが
皆さんを撮影します。
日時・場所　4月3日（金）10時～12
時、生田緑地
定員・費用　8組、2人は2,500円、
3人以上は3,000円

3月15日から電話で生田緑地
東口ビジターセンター☎933-2300、
933-2055。［先着順］

種目 場所 時間 受付時間 対象者など

★グラウンド
ゴルフ

南菅小学校
校庭

10時～12時
13時～15時半

10時～11時半
13時～15時

小学生以上
※雨天中止

水中パフォー
マンスショー

多
摩
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

温水プール 10時～11時
なし 自由観覧

★開会
イベント

大体育室

9時10分～
9時45分

★ユニカール

10時～12時
13時～15時半

10時～11時半
13時～15時

小学生以上

★ソフトバレー
ボール

★インディアカ

★ニュー
スポーツ体験 10時～12時 10時～11時半

★フロアボール 13時～15時半 13時～15時

親子で
フラダンス

小体育室

10時半～12時

開始まで

3歳以上の子
どもと保護者

ヨガ体験教室 12時15分～
13時15分 中学生以上

★ボクシング
エクササイズ

13時半～
14時半

小学生以上。
保護者同伴可。
ミット打ちあり

★スポーツ
吹き矢

第1武道室
10時～12時 10時～

11時45分 小学生以上

スポーツチャ
ンバラ体験会 13時～15時

開始まで

小学生以上
貸し用具あり

高齢者のため
のやんわり
ストレッチ 第2武道室

10時半～
11時15分 60歳以上

キッズ広場 13時～15時 13時～
14時45分

就学前の子ど
もと保護者

お楽しみ
イベント

テニス
コート 13時半～15時 開始まで 小学生以上

※雨天中止

★ウオーキング
多摩スポー
ツセンター
周辺

10時～12時
8時45分～
9時45分

（大体育室）

小学生以上。
保護者同伴可
※雨天中止

一般講座（全8回、1人2講座まで）
講座名 曜日など 定員

書道 月曜・午前 15人
コーラス 火曜・午前 70人
オカリナ 15人
やさしいヨガ 火曜・午後 25人
絵手紙 水曜・午前 18人
カラオケ 木曜・午後 40人
編み物（春/夏用） 18人
太極拳 金曜・午前 各30人フラダンス
群読（詩などの朗読）金曜・午後 20人

で。区内在住・在勤で20～40代の
15人。飲み物、タオル持参。保育

は要相談。 3月16日から電話か
FAXで。［先着順］

投票できる人　区の選挙人名簿に登録されている人。ただし、投票には
住所要件が必要です。市外へ転出した人は、お問い合わせください

区選挙管理委員会☎935-3128、 935-3391
※投票日などについては市版3面をご覧ください

期日前投票所 期間（土・日曜も含む） 投票時間
区役所11階会議室 3月27日～4月11日 午前8時半～午後8時（昼

休み時間中も投票可）生田出張所3階大会議室 4月4日～11日
※3月27日～4月3日は神奈川県知事選挙のみ投票可。4月4日からは川
崎市議会議員選挙・神奈川県議会議員選挙・神奈川県知事選挙の投票可

第18回　統一地方選挙の期日前投票


