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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

　区内最大級の
夏のイベントで
す。ことしは、７
月23日㈯に行わ
れます。小雨決
行。

民家園通り商店会夏まつり写真
NEWS

　小学生が夏休みの自由研究な
どに活用できる体験型のプログ
ラムが盛りだくさんのイベントで
す。楽しみながら、身近にでき
るエコについて考え、実践して
みませんか。
時間　10時～15時
場所　区役所１階アトリウム、区
役所玄関前他

★は当日９時半から、◆は
12時半から区役所１階アトリウム
で受け付け、◎は７月15日から電
話で区役所企画課☎935-3147。

［先着順］

場所 時間 イベント(定員/参加費)

区役所1階�
アトリウム�
な ど

10時～
10時50分

★ソーラークッカー工作（15人/500円）、★タヌキ博
士になろう (小学1～3年生10人)、ごみ分別ゲーム

11時10分
～12時

★クリップモーターを作ろう(小学３年生以上10人
/200円)、★エコな食器洗い体験(15人/100円)

13時～
13時50分

◆牛乳パックでうちわ作り(15人)、◆タヌキ博士にな
ろう (小学1～3年生10人)、ごみ分別ゲーム

14時10分
～15時

◆竹笛・竹細工(15人/250円)、◆保冷剤で消臭剤作り
(15人)、◆エコな食器洗い体験(15人/100円)

10時～
15時

作ってみよう！ミニ植物工場
※ペットボトル(500ml、硬めのもの)を持参

ガス管廃材で作る万華鏡工作教室(各回８人、40分)　
10時(★)、10時40分(★)、11時20分(★)、13時(◆)、13時40分(◆)、
14時20分(◆)
レースの葉っぱで写真フレームを作ろう！(各回10人、30分/300円)
10時(★)、10時半(★)、11時(★)、11時半(★)、13時(◆)、13時半(◆)
◎かわさき育ちの夏野菜カレーと冷たいおやつ作り(小学３年生以
上20人/500円) ※エプロン、三角巾、ふきん２枚を持参

区 役 所
玄 関 前
（ 屋 外 ）

10時～
15時

電気自動車による発電実演(ポップコーン作り)、燃料
電気自動車の展示、スケルトン型ごみ収集車の展示

12時10分
～12時半 ★打ち水(13人)

◦使用済みてんぷら油の回収も実施します。（10時半～14時半）

区では、さまざまな取り組みを通して、家庭でも気軽にできるエコライフの
提案をしています。毎日の生活でできることから始めてみませんか。

区役所企画課☎935-3147、 935-3391

　区役所では、ゴーヤーによる緑の
カーテンを作っています。強い日差し
を遮り、涼しく
快適に過ごせる
上に、節電効
果もあります。

　循環型社会の推進のため、
区内で行うイベントを対象に、
リユース食器の貸し出しを行っ
ています。
※紛失・毀

き そ ん

損分は利用団体の
負担となります。
申込方法な
どの詳細は
問い合わせ
るか区ホーム
ページをご覧
ください

　ごみの減量、エネルギーリサイクルに向
け、使用済みてんぷら油を回収しています。
日時　第3水曜、9時～12時
場所　区役所、生田出張所、道路公園セ
ンター他

かわさきかえるプロジェクト事務局
☎854-3713（9時～17時）

　竹の伐採をします。小・中学生も参加できます。
（保護者同伴）
日時　７月31日㈰９時半～12時
場所　生田榎戸特別緑地

７月28日（必着）までにハガキに氏名、住所、
電話番号、メールアドレス、希望の日(７月31日)
を記入し〒211-0052中原区等々力3-12市公園
緑地協会「森づくり」☎711-6631、 722-8410

　区まちづくり協議会
のプロジェクト「多摩エ
コスタイル」と協働し、
身近に取り組めるエコ
活動を推進するため、ゴーヤーの育て方講習会、商店街
と連携した啓発活動を行っています。
＜イベント情報＞
日時　８月5日㈮10時～（エコショッピング・クッキング）
場所・定員　市民館5階料理室、20人
申込方法などの詳細はお問い合わせください

(事務局)区役所地域振興課
☎935-3148、 935-3391

　地域での節電を促進するため、市民
館市民ギャラリーを「クールシェアルー
ム」として開放します。個人での読書や
自習などにご利用ください。
日時　８月５日㈮～９月７日㈬９時～ 
17時　※８月15日㈪を除く
対象・定員　中学生以上（小学生以下は
保護者同伴）28席、当日直接会場へ

多摩市民館☎935-3333、 935-
3398

8/1
㈪

　里山ボランティアで爽快な汗を流
しませんか。
日時　��❶７月16日㈯、雨天時23日㈯ 

❷８月21日㈰、雨天時28日㈰ 
❸９月17日㈯、雨天時24日㈯ 
いずれも9時半～昼ごろ

場所　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)
区役所地域振興課
☎935-3239、 935-3391
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～多摩区町会連合会～

あいじえん

月20日９時から電話で。［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「たま親子学級
　～エンジョイ♪こそだて～」
　子育てについて学びながら仲間づ
くりをする講座です。9月8日～12
月8日の木曜、10時～12時、全13
回。多摩市民館で。区内在住の2～
3歳の就園前の子どもと保護者15組。
1,700円程度。 7月31日（消印有効）
までに子どもの氏名、性別、生年月

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

日を記入し往復ハガキで。［抽選］
�地域の魅力発見！
　わくわく多摩区ライフ
　手打ちうどんや菅の獅子舞、多摩
川梨など地域の魅力を学び、肌で感
じながら、仲間づくりをする講座です。
８月22日、29日、９月５日、12日、
26日、10月３日の月曜、全６回。多
摩市民館で。おおむね50歳以上20
人。1,200円程度。 ８月3日10時
から直接か電話で。［先着順］

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

�私の終活講座 　　
　人生の締めくくりを考えることで、
自分を見つめ、よりよく生きるヒント
を探しましょう。❶７月29日㈮…エン
ディングノートの書き方❷８月５日㈮
…老前整理について考える（エンディ
ングノートを使って）。いずれも13時

半～15時半。講師:清水晶子氏(日本
クオリティオブライフ協会代表理事)。
同センター３階ホールで。市内在住の
60歳以上、各25人。 ７月15日９時
から直接か電話で。［先着順］

多摩区社会福祉協議会
〒214-0014多摩区登戸1763
ライフガーデン向ケ丘２階
☎935-5500、 911-8119

���災害ボランティアセンターの
　�設置と役割を学ぼう！
　市総合防災訓練に参加し、災害ボ
ランティアセンターの運営の模擬体験
をします。説明会…8月20日㈯14時
～16時、多摩市民館第1会議室で。
設置訓練…8月28日㈰10時～12時、
稲田中学校で。設置訓練は、市総合
防災訓練が中止の場合は中止。区内
在住・在勤の30人。 8月10日17時
までに直接、電話、FAX、区役所な
どで配布中の申込書で。［抽選］

　12月３日㈯に開催する「たま音楽
祭」の出演者を募集します。詳細は
お問い合わせください。
募集対象　アマチュアのミュージシャ
ン、音楽サークルなど10組程度（ジャ
ンルは問いません）
応募資格　❶～❸の条件を満たす
こと
❶区内在住・在学・在勤または活動実
績があること
❷事前の広報活動、当日の運営業
務に協力できること
❸リハーサルからフィナーレまで終
日参加できること

８月10日（消印有効）までに応
募用紙に、出演者全員が写ってい
る写真１枚と、演奏内容が分かる
映像か音源を直接か郵送で〒214-
8570多摩区役所地域振興課☎935-
3239、 935-3391。［選考］。
※応募用紙は区役所、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

　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
丘の上カフェ（認知症カフェ事業）
　専門家を交え、認知症に関心のあ
る人、認知症の本人、家族が何でも
話せる場を提供します。
※実施団体…丘の上カフェ実行委員会

ディスカバリーTAMAKU事業
　インターネット上で多摩区を紹介す
る動画を公開し、区の魅力を発信し
ます。
※実施団体…ディスカバリーTAMA	
KU製作委員会
せせらぎ館をまちの広場に事業
　夏休み二ケ領せせらぎ館教室、河
童の川流れ、多摩川夕涼みコンサー
トなど、多摩川に親しむ体験型のイ
ベントを開催します。
※実施団体…多摩川エコミュージアム

　ジカウイルス感染症、デング熱な
どの蚊が媒介する感染症をまん延さ
せない環境を作るため、家の周りで
の蚊対策に取り組みましょう。
発生源対策（幼虫対策）
　バケツ、植木鉢の受け皿など、小
さなたまり水に卵を産み、それがふ
化してボウフラ（幼虫）が発生します。
◦不要なものは廃棄
◦たまった水は週に１回ひっくり返す
◦日頃から水のたまる場所を作らない
※蚊の卵が成虫になるまでに約２週
間かかります

成虫対策
　効果が長続きしない殺虫剤は補助
的に使用し、蚊に刺されないための
環境を整えましょう。
◦網戸を設置、扉を開けっ放しにせ
ず、蚊の侵入を防ぐ
◦やぶや草むらを刈り、蚊の潜み場
所をなくす

◦明るい色の長袖・長ズボンを着用、
虫よけ剤使用により、蚊の吸血を
防ぐ
区役所衛生課☎935-3310、

935-3394

　三味線と和楽器、洋楽器のコラボ
レーションをお届けします。
日時	 ９月３日㈯14時～	
	 	(開場13時半)
場所	 星の子愛児園３階ホール
	 	(菅稲田堤１-17-25)
定員・料金　80人、大人500円、子
ども300円(小学生以上)

出演　伊藤ケイスケ（写真）　他
７月19日から電話で星の子愛

児園・地域子育て
支援センター「宙」　
☎944-1515、
944-1533。

［先着順］

　約90の町内会・自治会によって構成され、
相互の情報交換、区や各種団体との連絡
調整、人とのつながりを大切にしたさまざ
まな活動を行っています。
区役所地域振興課☎935-3133、

935-3391

　区内で活躍する活動団体を
不定期で紹介します

　バス路線を新設し、市バスと東急バ
スの共同運行で社会実験を行います。
実験期間中は利用動向やアンケート調
査を行い、本格運行の実施を検討しま
す。
期間	８月１日㈪～29年１月31日㈫
経路	向ケ丘遊園駅南口～生田緑地入
口～おし沼～たまプラーザ駅
時間	平日11時台～16時台、土・日曜、
祝日10時台～18時台（平均40分間隔）

◆実験内容説明会　
日時・場所・定員　7月15日 ㈮19時 ～
（開場18時半）、多摩区役所６階601
会議室、当日先着70人
まちづくり局交通政策室☎200-

2034、 200-3970

路線バス社会実験を行います

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

８月４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

７月19日から
電話で
☎935-3117

※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

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）

大　人 小　児
川崎市内 210円 110円
横浜市内 220円 110円

区役所地域支援担当
☎935-3117、 935-3276

��離乳食で見直そう！家族の食事
　家庭の食事と離乳食のちょっとした
こつを学んでみませんか。８月30日㈫

13時半～14時半。
区役所保健福祉セ
ンター講堂で。7～
11カ月の子どもと
保護者20組。 ７

申し込み方法は市版 5面参照

出演者を募集 28年度「磨けば光る多摩事業」が決定

蚊の発生を防いで
快適な夏を過ごしましょう！

「宙
そ ら

」からのコンサート

　町内会・自治会では、子どもから
楽しく参加できる行事も行ってい
ます。いざという時、大切な命を
守る“向こう三軒両隣”と顔見知り
の関係を作っておきましょう！

乗車料金
(現金)

新たに会長に就任した末吉さん
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