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川崎国際生田緑地
ゴルフ場市民開放

同時
開催

かわさき宙
そら

と 緑の科学館
水の中の生きもの、水ライト作り、星の雫展ほか

岡本太郎 
美術館

光る岡本太郎
をつくろう

森のコンサート
いろんな場所で
いろんな音楽を

楽しもう！

森のワーク
ショップ

森の素材の
工作や体験

日本民家園
納涼民家園

　多摩区なら
で は の 体 験
ができます。
ことしは8月
30日㈰に行
われます。

写真
NEWS

二ケ領用水で魚取り

　生田緑地
で開催する
区民祭の参
加者を募集
します。雨
天決行。
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(金)18時半から行う説明会

（区役所6階601会議室で開催）に参
加してください。申込書を配布します。

８月28日か31日に直接、 区役所
11階1103会議室。［抽選］
舞台出演者　郷土芸能、コーラス、
ダンスなど。日ごろの成果を披露しま
せんか。※申込書は８月17日から同
課で配布

８月28日までに申込書を直接、
区役所地域振興課（多摩区民祭実行委
員会事務局）☎935-3133、 935-
3391。［選考］

プログラム 定員(対象) 時間

一日
体
験
授
業

低温の世界
🅐 液体窒素で低温の世界を体験しよう
🅑 バナナもこおるとっても冷たい世界をみてみよう

🅐32人（中学～高校生優先）
🅑16人（小学生。保護者同伴）

🅐10時半～12時半
🅑13時半～15時半

金属の旅
🅒 金色メダルをつくってみよう
🅓 原料から製品までを化学実験で体験

🅒各回16人（小学生。保護者
同伴）
🅓32人（中学～高校生優先）

🅒10時半～13時（60分×２回）
🅓14時～16時

高分子の化学
🅔🅕スライムやナイロン、人工いくらをつくってみよう 各回24人(小学～高校生優先）🅔10時半～12時半（30分×４回）

🅕13時～16時（30分×６回）
特
別
講
座

🅖 戦後70年に登戸研究所と戦争遺跡を考える 200人 10時半～12時
🅗 山菜・野草から新品目・地域在来野菜まで「身近
な野菜の話」 130人 12時半～14時
🅘 発酵食品の美味しさとたしなみ方 130人 14時半～16時

キ
ャ
ン
パ
ス

ツ
ア
ー

🅙🅚 研究施設見学ツアー
※普段は入れない大学の研究施設を巡ります 各回60人 🅙10時半～13時（60分×２回）

🅚13時半～16時（60分×２回）
🅛 登戸研究所資料館（資料館内）見学ツアー
🅜 登戸研究所資料館（史跡）見学ツアー

各回60人※🅛🅜セットの申
し込みも可能です

🅛13時～16時（60分×2回）
🅜13時～16時（60分×2回）

🅝 キャンパス散策ツアー 120人 13時～16時（50分×6回）

盛り上がるステージ

多摩区・３大学連携協議会協定締結10周年

明治大学知的探訪

※黒川農場野菜販売、大学のグッズ販売なども行います。詳細は大学ホームページ（http://www.meiji.ac.jp/social/index.
html）をご覧ください。🅒🅔🅕、🅙～🅝は、その時間帯に複数回実施します。時間帯の指定はできませんが、他のプログラ
ムと重ならないように極力調整します。🅔🅕申込時は、希望の素材（スライム、ナイロン、いくら）も記入してください
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生田緑地★星空コンサート
プラネタリウムステージ鑑賞者募集

　東京交響楽団員と実力派ピアニスト
による演奏とプラネタリウムによる投
影とのコラボレーションを楽しめます。

最上級の演奏♪

最上級の投影！

体験
授業

特別
講座

施設
見学

時間・場所　10時～16時、明治大学生田キャンパス
内容・定員　下表参照

８月31日（消印有効）までに、往復ハガキに住所、
参加者氏名、年齢、性別、電話番号、希望するプ
ログラムの番号（アルファベット）を記入し〒214-8571

多摩区東三田1-1-1明治大学生田
キャンパス課「知的探訪」係☎934-
7587、7588、  934-7900。［抽
選］。※時間が重複しなければ、
複数プログラムの申し込み可

　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。
時間・場所　15時 ～17時(開場14時
半)、区役所11階会議室
対象・定員　区内在住・在勤・在学か区
内で活動している15人

９月7日17時(必着)までに市ホーム
ページまたは区役所などで配布する申
込書をFAXでサンキューコールかわさき
☎200-3939、  200-3900。または
直接、郵送、FAXで〒214-8570多摩
区役所企画課☎935-3147、  935-
3391。[抽選]。※当選者には、郵送、
FAX、メールのいずれかで通知します
傍聴　当日先着50人(14時半から)
※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
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顔
と
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せ
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意
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交
換
が
で
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ま
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市長と対話
しませんか

　生田緑地の魅力を一度に満喫で
きる夏の恒例イベントです。「森

もり

林の
雫
しずく

」をテーマに生田緑地全体が野外
ミュージアムに大変身。
時間　11時～18時
※雨天決行、荒天中止

生田緑地東口ビジターセンター
☎933-2300、  933-2055

生田緑地生田緑地

大学の「知」に触れよう

豊富なプログラムから自由に選べます。 区役所企画課☎935-3147、 935-3391

定員　各回180人
８月21日(必着)までに往復ハ

ガキに公演名、全員(２人まで。※
家族の場合５人まで可、０歳児も
含む)の氏名、年齢、代表者の住
所、電話番号を記入し〒214-8570
多 摩 区 役 所 地 域 振 興 課 ☎935-
3148、  935-3391。［抽選］。※
結果は９月４日までに通知します

公演名・時間・対象
❶０歳からのわくわく星空タイム　 
17時45分～18時15分（開場17時25分）、０歳児から
❷魅惑のコラボレーションタイム　
18時50分～20時（開場18時半）、 
小学生以上（就学前の子どもは入場不可）
場所　かわさき宙

そら

と緑の科学館プラネタリウム
出演　エマニュエル・ヌヴ―（クラリネット首席奏者）
　　　=写真右上、高橋多佳子（ピアノ）　

森のデリ＆ マルシェ
子どもと
大人の美味しい時間

キャラクター 
大集合！

いっしょに遊ぼ！
クイズ＆
ゲーム
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　けが人や急病人を救助し、医師や救
急隊に引き継ぐまでの救命・応急手当
の基礎知識と技術を学びます。
日時・場所　９月16日㈬～18日㈮、9
時～17時
場所　区役所６階601会議室
対象・ 定員　市内在住・在勤・在学の

15歳以上で、全日受講できる30人（10
人以下の場合は中止）
参加費　3,200円（教材・保険料）

８月31日16時までに直接、電話、
FAX（住所、氏名、年齢、電話番号を
記入）で区役所危機管理担当☎935-
3146、 935-3391。［抽選］

　楽しいイベントが盛りだくさん。人と動物の絆やペットの正し
い飼い方について一緒に考えてみませんか。パネル展も開催。
日時　９月5日㈯10時～15時※パネル展・ポスター展は９月
４日㈮13時～8日㈫15時
場所　区役所１階アトリウム
内容　●上映「正しい犬の散歩」●体験「心音拡大器で心臓の音を聞いてみよ
う！」●ペットの迷子札、どうぶつ折り紙、どうぶつお面作り●バルーンアート、
ペットの防災手帳の配布●動物クイズ（参加者にはカンバッチをプレゼント）他

区役所衛生課☎935-3310、 935-3394

　公立保育園３園で行う食事付き保育体験です。子どもの年
齢にあったクラスで保育と給食（有料）が体験できます。
対象・定員　区内在住の就学前の子
どもと保護者、各日各園２組
費用　参加者１人につき実費250円

８月３日から各申込締め切り日
（下表参照）までの9時～16時に電話
で区役所こども支援室☎935-3177、

935-3119。［抽選］
●実施日・会場

多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

☎935-3333、 935-3398

			地域があなたを待っている！	
多摩区デビュー交流会

　ミドル・シニア世代が地域の絆を
テーマとした講義や実習を通して交
流し、仲間づくりと地域活動のきっか
けをつくる講座です。９月16日～11
月11日（9月23日、30日は除く）の水
曜、10時～12時、全7回。 多摩市
民館で。 おおむね50歳以上20人。
1,000円（教材費など）。 ８月19日
10時から直接か電話で。［先着順］
		「若者がまちをプロデュース」
　受講者募集

　若者が自身と向き合いながら、若
い視点でまちの活性化のために自分

にできることについて考えます。９月
30日～10月28日の水 曜、18時～
20時、全５回。 多摩市民館で。 市
内在住・在学の高校・大学・専門学校
生～25歳の20人。 ８月18日10時
から直接、電話、FAXで。［先着順］

区役所地域振興課
〒214-8570多摩区登戸1775-1

☎935-3134、 935-3391

	区民体力テストの集い
　小学３年生～79歳の人を対象に体
力テストを実施します。９月６日㈰９時
半～11時半。川崎市多摩スポーツセ
ンターで。会場へ直接。上履き持参。

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

	後期講座（10月開講）受講生募集
　【一般(1人２講座まで)】…書道(月
曜)、オカリナ（火曜）、やさしいヨガ(火

曜)、絵手紙(水曜)、初めてのラウンド
ダンス(水曜)、カラオケ(木曜)、編み
物(木曜)、群読(金曜)、太極拳(金曜)、
楽しく歌いましょう(金曜)【料理】…食生
活講座(第３金曜コース、第４木曜コー
ス)、男性料理教室(第１木曜コース、
第３月曜コース)【健康増進】…ロコモン
体操(第２、第４火曜)。※各講座の詳
細は問い合わせください。市内在住の
60歳以上。教材費、食材費は実費。

８月31日までに本人が82円切手を
持参し直接(9時～16時)。［抽選］

多摩図書館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

☎935-3400、 935-3399

	夏のおはなし会
　夏の特別なおはなし会です。保護
者も一緒に聴けます。８月29日㈯❶
10時半～11時❷14時半～15時。対
象…❶２歳くらいから❷３歳くらいか
ら。多摩図書館整理室。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

			講演会「健康ウオーキングは
　歩き方から」

　ウオーキングの魅力を再発見し、日
頃の健康維持のために始めてみませ
んか。９月３日㈭13時半～15時半。講師：
高島薫氏(健康指導員）。区役所１階講
堂で。ウオーキングを始めたい40人。
飲み物・筆記用具・タオル持参。 ８月
17日から直接か電話で。［先着順］
			多摩区健康フェスタ2015
　ボランティア募集

　健康づくり・介護予防のイベントを
一緒に盛り上げませんか。❶９月25
日㈮14時～17時❷９月26日㈯9時
～16時（両日参加できる人）。区役所
１階アトリウムで。区内在住・在勤・在
学の18歳以上10人。 ８月17日か
ら直接か電話で。［先着順］
			口からはじめる介護予防講座

　歯科医師による講話と歯科衛生士
による実習です。９月９日㈬14時～
15時半。区役所１階講堂で。区内
在住の40人。 ８月17日から直
接か電話で区役所地域保健福祉課☎
935-3301、 935-3276。［先着順］

救急法救急員
基礎・養成講習受講者募集

ガイドと歩く
二ケ領用水本川

（上河原線）
日時　８月19日㈬12時～12時40分
場所　区役所１階アトリウム
出演　W

ホワイト

hite W
ウインズ

inds…吉岡里紗（ピア
ノ＆アコーディオン）、西條綾花（フルー
ト）、半澤未沙(クラリネット)、幸福未央

（ボーカル）
曲目　花は咲く、日
本の四季他

区役所地域振興
課 ☎935-3239、

935-3391

「Happy！ Smile！爽やかカルテット
初登場！情熱のアコーディオン」

たまアトリウムコンサート

どうぶつ愛護フェア i n たま区

　ガイドの解説を聞
きながら楽しく歩けま
す。新しい発見も。
日時　９月17日㈭９時～12時ごろ。雨天決行
集合場所　中野島駅改札前
コース　二ケ領上河原堰

せき

→三沢川との立体交
差→布田堰→小泉橋→向ケ丘遊園駅
定員・参加費　25人、100円（保険料）

８月17日から電話かFAX（参加者全員の住
所、氏名、年齢、代表者の電話番号を記入）
で区役所地域振興課☎935-3132、 935-
3391。［先着順］

土渕保育園 生田保育園 菅保育園 申込締め切り日
10月 １日、14日 15日、22日 1日、22日 9月11日
11月 ５日、18日 19日、26日 ５日、12日 10月9日
12月 ３日、22日 17日、24日 10日、24日 11月10日

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

※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

日程 受付時間 対象・内容・費用など ［先着順］

３９歳までの
健診・保健指導

検査日8月26日㈬ 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。両日とも受けられる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

8月19日から電話で
☎935-3301
☎935-3294

指導日9月30日㈬ 10時～10時半

検査日9月30日㈬ ９時～９時20分

指導日10月28日㈬ 10時～10時半
１ 歳 児
歯 科 健 診 9月3日㈭ ❶9時～9時30分

❷9時30分～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

8月17日から電話で
☎935-3301

生 活 習 慣 病
予 防 相 談 9月16日㈬ 13時15分～13時半

運動・食生活・休養、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）。最近の健康診査の結果を持参。40歳
以上の10人

8月19日から電話で
☎935-3301
☎935-3294

禁 煙 相 談 9月16日㈬ 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

8月17日から電話で
☎935-3294

 

区役所地域保健福祉課 935-3276健診案内保健福祉
センター

水と緑の新たな魅力が見つ
かります

いざという
時のために

「親子でランチ」体験しませんか？

パサージュ・たま
（障害に関する展示など）

日時　９月３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

区の動物愛護キャラクター
「たままる」も登場

White Winds


