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　かわさきの郷
土作物「のらぼ
う菜」を使った
科学館内「Cafe
星めぐり」の春メ
ニューです。

のらぼう菜トマトソースパスタ
写真
NEWS4

園芸まつり〜生活に花と緑を〜
　毎年好評の春のばら苑ウオーキング。ばら苑
を見に行き、バラの育て方講座を行います。
日時　５月23日㈫10時～１6時ごろ
　　　※雨天決行
集合場所　向ケ丘遊園駅南口
コース　生田緑地ばら苑→日本民家園
定員・参加費　30人、800円　 ※65歳 以 上 は
参加費割引、昼食各自

4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］

ばら苑満喫

 世界最高水準のプ
ラネタリウムや、自
然に関する多彩な展
示があります。

　写真中央の展望台は生田緑地で一
番高い場所です。東京都心や多摩川
など360度のパノラマが楽しめます。

自然豊かな生田緑地には、全市版で特集されている日本民家園
の他、魅力あふれる施設が点在しています。各施設のイベント
情報など詳細は全市版6面参照のうえお問い合わせください。

　川崎市生まれの世界的芸術家
岡本太郎の作品などを展示。

生田緑地（枡形山広場）

生田緑地に訪れる春

かわさき宙と緑の
科学館のマスコット

「かわさきぷりん」

遊びに
来てね

岡本太郎美術館

かわさき宙
そら

と緑の科学館

ベビー＆キッズアワー
　小さな子ども（0～4歳くらい
まで）と一緒に楽しむ約35分の
プラネタリウム投影です。
日時　第1木曜・第3水曜、
　　  10時半～、11時半～

かわさき宙と緑の科学館
☎922-4731、 934-8659

オススメの催し！

多摩区
観光ガイドブック
/マップ配布中

　春の草花・
花鉢物・園芸
資 材 や 川 崎
産 の 野 菜 販
売の他、軽食
販売も行いま
す。
日時　5月3日㈷、4日㈷、10時～16時
　　　（4日は15時まで）　※荒天中止
場所　生田緑地東口ビジターセンター前

同センター☎933-2300、 933-2055

　生田緑地など、区の
魅力がたっぷり詰まって
います。お役立ち情報
が好評です。区役所や
出張所、行政サービス
コーナーなどで配布中。

区役所地域振興課
☎935-3239、 935-
3391

生田緑地のイベント紹介

 ＳＦ～すこしふしぎ～を体感できる
ミュージアム。※完全予約制

藤子・Ｆ・不二雄
ミュージアム

©Fujiko－Pro
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区内のお出かけ情報やピクニックに関する情報を、フェイスブックで発信しています。 問区役所地域振興課☎935-3132検索

❶4月16日㈰、雨天時23日㈰
❷5月20日㈯、雨天時27日㈯
❸6月18日㈰、雨天時25日㈰

いずれも9時半～昼ごろ
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局（大江原）
☎933-9246（９時～18時）

　里山ボランティアで爽快な汗を流
しましょう。

日向山うるわし会

日時・場所

シか区ホームページで。 4月18日
10時から直接か電話で。［先着順］

区役所企画課
☎935-3147、 935-3391

	 	市民提案型協働事業の	
公開プレゼンテーション

　地域課題の解決を目指し、市民提
案型協働事業として実施する「磨けば
光る多摩事業」。事業選定のために
市民活動団体が企画の提案説明を行
います。4月29日㈷9時15分 ～（開
場9時）。 区 役 所11階1101会 議 室
で。当日直接。
	 	平成 28年度区民意識	
アンケート調査結果公開中

　区ホームページにて、結果公開中
です。

市緑化センター
〒214-0021多摩区宿河原6-14-1

☎911-2177、 922-5599

	プランター野菜の楽しみ方
　ベランダでできるやさしい野菜づく
りを学びます。4月26日㈬13時半～
15時。同センターで。30人。700
円。 4月12日（必着）までに往復ハ
ガキで。［抽選］
	春のコンテナガーデン講座

　春植え草花の育て方と寄せ植えを
楽しみます。5月12日㈮13時半～
15時。同センターで。30人。800
円。 4月28日（必着）までに往復ハ
ガキで。[抽選]

区役所保育所等・地域連携
☎935-3177、 935-3276

	「親子でランチ」しませんか？
　同じ年齢のクラスで保育と給食を
体験できます（4月、8月を除く月2回）。
区内の就学前の子どもと保護者。詳
細は電話か区ホームページで。

5月希望分は、4月17日から各保
育園に直接電話で。［先着順］

多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

☎935-3333、 935-3398

		市民活動情報ねっと
　地域の役に立ちたい人と人材を求
めている活動団体を「つなぐ」仕組み
です。初心者も経験者も気軽に登録
してみませんか。※登録申請書は区
役所生涯学習支援課か区ホームペー
ジで配布中。
		生涯学習・市民活動	
相談コーナー

　何か学びたい、地域活動やボラン
ティアに参加してみたいけれど、何を
やったらよいか分からない人大歓迎。
相談ボランティアが話を聞き、サーク
ル登録情報や問い合わせ先を紹介し
ます。市民館休館日を除く、毎週火曜、
１０時～１２時（第３火曜は１３時～１５時
も開催）。多摩市民館で。予約不要。
		日本語ボランティア入門研修	
受講者募集

　多摩市民館で開催の識字ボラン
ティアとして、日常生活に必要な日
本語や文化を伝え、学び合いなが
ら外国人市民の支援を一緒に行いま
す。5月10日～6月28日、 全10回。
多摩市民館で。20人。 詳細はチラ

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　

		健康相談
　日頃気になっている症状、薬、 検
査の内容、治療などを医師に相談で
きます。整形外科…4月13日、27日、
5月11日、25日の木曜。内科…4月
7日、21日、5月12日、19日の金曜。
いずれも13時15分～14時45分。同
センター2階健康相談室で。市内在
住の60歳以上。当日直接。6月以降
の日程はお問い合わせください。

区役所地域ケア推進担当
☎935-3228、 935-3276

71keasui@city.kawasaki.jp

子育て支援養成講座
　子育て支援活動を行う人の養成講座
と実習を行います。6月～12月の金曜、
10時～12時、全15回（別途実習2回
程）。区役所他（実習は区内活動場所）
で。20人。保育あり（1歳半～就学前、
600円程度）。 5月19日（消印有効）ま

でに氏名、住所、電話番号、保育希
望者は子どもの名前、年齢も記入しハ
ガキ、電話、ＦＡＸ、メールで。［抽選］

申し込み方法は市版 5面参照

　普段外出する機会が少ない人も、健康のために一緒に歩いてみませんか。
一緒に活動したいボランティアも随時募集中。

コース 日時 集合場所
三田ウオーク(4㎞)

「五反田川～多摩川コース」 4月21日㈮9時半 生田駅
改札前

稲田ウオーク(4㎞)
「南武線の砂利鉄コース」 4月20日㈭9時半 宿河原駅

改札前
登戸ウオーク(4.5㎞)
①「多摩川べりを歩く」②「日向山の森巡り」

❶4月13日㈭9時半
❷4月28日㈮9時半

❶JR登戸駅改札前
❷区役所（時計台前）

多摩区地区ウオーク

※解散は11時半～12時ごろ。原則雨天中止
参加費　100円（保険料など）
持ち物　飲み物、タオル、雨具、帽子

区役所地域支援担当☎935-3294、 935-3276

区役所地域支援担当 935-3276。（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健診案内保健福祉

センター
健診名 日程 受付時間 対象・内容・費用など ［先着順］

１歳児
歯科健診 5月18日㈭ 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17日から電話で
☎935-3117

日時　 4月18日㈫、5月11日㈭、
10時～14時

場所　区役所１階アトリウム
区役所地域ケア推進担当

☎935-3228、 935-3276

障害に関する展示、
手芸作品・お菓子の販売など

パサージュ・たま

　音楽を通じて、参加者全員で盛り
上がる手作りのイベント「たま音楽
祭」を12月9日㈯に開催します。運営
や企画に携わる実行委員を募集しま
す。人と接したりイベントを盛り上
げたりすることが好きな人、音楽が
好きな人の応募をお待ちしています。
活動期間　5月～30年1月
活動内容　コンサートの企画運営に関すること（月1回程度の打ち合わせ、
　　　　　地域イベントに参加してのＰＲ、前日の設営準備、当日の運営）
対　　象　区内在住・在勤・在学の16歳以上、10人程度
　　　　　※未成年者は保護者の承諾が必要

5月2日(必着)までに申込書を直接か郵送で〒214-8570多摩区役所地域振
興課☎935-3239、 935-3391。［選考］
※申込書は区役所、生田出張所、行政サービスコーナーで配布中(区ホームペー
ジからもダウンロード可)。4月28日㈮に区役所10階会議室で説明会予定

実行委員募集　　　 地域課題対応事業
　活力のあるまちを目指して、地域課題の解決と地域の特性を生かした
主な取り組みを紹介します。（金額は予算額です）
○�賑わいと魅力あるまちづくり …………………………… 約2,320万円
 ・ 開園50周年となる日本民家園を舞台としたコンサートの開催など
○�災害に強く安全で安心できるまちづくり ……………………約553万円
 ・ 防災セミナー・防災フェアの実施など
○�たまっ子を区民みんなで育てるまちづくり ……………… 約1,211万円
 ・ 子育て中の親子が気軽に集まれる地域サロンの開催など
○�地域福祉・健康のまちづくり …………………………………約686万円
 ・ 地域包括ケアシステムの土台づくりの推進など
○�市民自治を一層進めるまちづくり ……………………… 約1,468万円
・ 「磨けば光る多摩事業（市民提案型協働事業）」の実施など
○�新たに発生する課題への即応経費 ……………………………500万円

区役所企画課☎935-3147、 935-3391

保育園名
土渕保育園 ☎ 933-8942
生田保育園 ☎ 966-2502

菅保育園 ☎ 945-5109

29年度


