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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
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二ケ領用水で魚つかみ写真
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どうぶつクイズ、
ペットの防災クイズ
◦クイズ参加者にはオリジナル缶バッジをプレゼント
◦ペットの防災手帳配布

９月２日㈮13時〜６日㈫15時
※開庁時間内

パネル展・ポスター展１０時から（猫の状況に応じて終了しますので、ご了承ください）
※当日は、お見合い（飼い主になる条件・費用の説明や状
況聞き取りなど）のみ。引き渡しは後日になります。

猫の譲渡会

ショートムービー
「犬の正しい散歩」
「おむかえまだかな」上映

かわいい動物のバルーン
アート作成＆プレゼント

（数に限りがあります）

神奈川県指定無形民俗文化財「菅の獅子舞」も見られる

秋の多摩自然遊歩道ウォーキング

パネル展や楽しいイベントをたくさん用意しています。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。
多摩区役所衛生課☎935-3306、 935-3394

～多摩区かわさき犬・猫愛護ボランティア～
　かわさき犬・猫愛護ボランティアは平成１１年に
市の条例で制定され、公募により結成されまし
た。現在多摩区では7人が登録しており、結成
当初からのメンバーも多く、野良猫の問題への取り組みや犬猫の保護・譲
渡など、それぞれ地域に根差した動物愛護活動をしています。

区役所衛生課☎935-3306、 935-3394

区内で活躍する活動団体を紹介します 　10月15日㈯に生田緑地で開催す
る区民祭の出店(展)者・舞台出演者を
募集します。（雨天決行）
出店(展)者　食品、雑貨などを販売
する店を募集します。希望者は８月
22日㈪18時半〜区役所６０１会議室
で開催する説明会に参加してくださ
い。申込書を配布します。

 ８月29日、30日に直接、区役所

１１０３会議室。［抽選］
舞台出演者　郷土芸能、コーラス、
ダンスなど、日ごろの成果を舞台で
披露しませんか。申込書は８月15日
㈪から地域振興課で配布します。

８月15日〜26日に申込書を直
接、多摩区民祭実行委員会事務局（区
役所地域振興課内）☎935-3133、

935-3391。［選考］

　多摩区の象徴でもあり、川崎を北か
ら南に流れる”母なる川”多摩川。川に
関係する多摩区の団体が中心になり、
多摩区観光協会主催で多摩川を楽しむ
催しを行います。
日時　９月３日㈯13時〜16時。荒天中止
場所　二ケ領せせらぎ館下河川敷
内容　焼いたテナガエビ・しじみ汁の販売、多摩川を船で遊覧、釣り体験など
(一部有料)

多摩区観光協会事務局(区役所地域振興課)☎935-3132、 935-3391

　実験や科学的な工作を行うこと
で、科学の楽しさを感じ、同時に
その現象について考えることを大
切にした教室です。
日時　9月3日㈯10時〜11時半
場所　かわさき宙

そら

と緑の科学館
対象　小学3〜6年生　
定員　24人

費用　100円
8月18日（必着）までに氏名、

年齢、住所、電話番号を記入し
往復ハガキかハガキ持参で〒214-
0032多摩区枡形7-1-2かわさき
宙と緑の科学館☎922-4731、

934-8659。［抽選］

　ガイド推奨まち歩きモデルコースにも
なっている多摩自然遊歩道コース(健脚
向き)をガイドと一緒に歩きます。当日開
催される「菅の獅子舞」も観賞します。
日時　９月１１日㈰11時〜15時半ごろ。
少雨決行
集合場所　小田急線読売ランド前駅南
口改札前
コース　多摩自然遊歩道〜市農業技術

支援センター〜小沢城跡〜薬師堂（「菅
の獅子舞」観賞）〜ＪＲ稲田堤駅
定員　30人
費用　300円（保険代含む。弁当持参）

８月１５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］
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ミニ盆栽を楽しもう 苔玉作りを学びます

祭 に参加しよう！区民祭

多摩区役所
１階アトリウム

９月３日㈯
10時〜15時

ｉｎ
たま区

多摩川を楽しもう！

「身近な材料から
電気を作ろう」

　人気のミニ盆栽作りです。今回は苔玉作り
に挑戦します。
日時　9月10日㈯13時〜15時
場所　市緑化センター管理事務所2階研修室　
対象・定員　区内在住・在勤・在学の30人
費用　1,000円

8月27日（必着）までに往復ハガキに参加
希望者の住所、氏名、ふりがな、電話番号
を記入し〒214-0021市緑化センター講習会
係☎911-2177、 922-5599。［抽選］

私たちもどうぶつ
愛護フェアinたま区に
参加します！ 皆さん、
ぜひ来てください！vol.2

私たちも
当日参加
するよ



区 版 たま2016（平成28）年　8月1日号　No.1142ここからたま区版です 02

で）を記入し〒214-8570（住所不要）
多摩図書館内「石坂浩二講演会」係。
定員を超えた場合は抽選。

多摩市民館
☎935-3333、 935-3398

�多摩区の歴史と今PART３
　地域でのフィールドワークを中心に
文化と農業を学びます。9月10日、24
日、10月8日、22日、11月5日、19日
の土曜、13時半～15時半、全6回。多
摩市民館で。30人。保険料300円程
度。 8月17日10時から直接か電話
で。［先着順］
�たま・くらす
　～私を生かしてつながるまちに～

　多摩区で活躍するママ講師やさまざ
まな子育て応援者の話と意見交換を通
じて、区の魅力を発見する講座。9月
13日 ㈫、22日 ㈷、27日 ㈫、10月4日
㈫、11日㈫、10時～12時、全5回。多
摩市民館、生田緑地で。関心のある人

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

20人。9月22日以外は保育付き（先着
10人、保育保険料900円）。 8月16
日10時から直接か電話で。［先着順］。
※9月27日、10月4日は公開講座

区役所地域ケア推進担当
☎935-3228、 935-3276

のびのびそだて！たまっこ！
　講師や地域の人たちにヒントをもら
いながら、外遊びや子どもの見守り
などを体験しませんか。

　
関心のある人20人。保育付き（1歳以
上10人）。 8月16日から電話で。［先
着順］

区役所地域振興課
☎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４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。

区役所地域支援担当
☎935-3117、 935-3276

���元気に生きるための極意
　�口腔ケア講座

　歯科医師による講話と歯科衛生士
による実習です。9月8日、15日の木
曜、１４時～１５時半、全2回。区役所
保健福祉センター講堂で。区内在住
の25人（両日参加できる人）。 8月
16日から直接か電話で。［先着順］

市消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1

☎366-2475、 272-6699　

��普通救命講習Ⅰ
　心臓蘇生法や自動体外式除細動器
(AED)の取り扱い方法などの講習と実習
を行います。❶8月29日㈪13時半～16
時半❷9月29日㈭９時～12時。多摩消
防署３階講堂で。30人。 ❶8月18日か
ら❷9月13日から直接か電話で。［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　

��後期講座（10月開講）受講生募集
　一般講座（初めての社交ダンス、カ
ラオケなど9講座）、料理講座、健康増
進教室。多摩老人福祉センターで。市
内在住の60歳以上の初心者。詳細は
お問い合わせください。 8月27日ま
でに本人が82円切手を持参し直接（9
時～16時）。定員を超えた場合は抽選。

　ガイドが添乗し、川崎市伝統工芸
館で藍染体験と有名な「多摩川梨」の
もぎ取りができるバスツアーです。こ
とし開館した最先端の環境学習施設
も見学できます。
日時　９月１６日㈮９時～17時ごろ。
雨天決行
集合場所　ＪＲ・小田急登戸駅（多摩川口）
コース　王禅寺エコ暮らし環境館～
修廣寺～よみうりランド聖地公園～

（昼食：中国新派料理天安）～伝統工

芸館で藍染体
験～三平果樹
園～登戸駅
定員　25人
費用　5,700円

（梨狩り代1,000円、昼食代含む）
８月１８日10時から電話で㈱ス

ペース・プラン☎933-0080。[先着順]
区役所地域振興課☎935-3132、　
935-3391

❶かんたん男性料理教室
　～災害時にも役立つ～
　災害時に備えて備蓄品を使っ
た料理を学んでみませんか。
日時　９月２３日㈮、３０日㈮、
１０時～１３時半、全2回
場所　生田中学校特別創作活
動センター料理室
対象　区内在住の男性18人（両
日参加できる人）
講師　栄養士 大泉里織氏
❷男性限定！「プロが教える
　～地元のお店のおいしい
　料理をつくろう～」
　多摩区内の料理店の料理人か
ら、料理前の正しい手洗いの仕
方、かんたんおつまみの作り方を

学びます。ぜひ参加して、家族
や友人を驚かせてみませんか。
日時　１０月５日㈬１０時～１３時半
場所　多摩市民館　料理室
対象　区内在住の男性20人
講師　多摩区食品衛生協会　

❶❷いずれも
持ち物　エプロン・三角巾（おお
きなハンカチでも可）・布巾２枚・
手をふくタオル
費用　1回500円程度（材料費）

❶８月１６日９時から❷８月
１９日９時から直接か電話で区役
所地域支援担当☎935-3117、

935-3276。[先着順]

　公立保育園３園で行う食事付き保育体験です。子どもの年齢に合ったクラ
スで保育と給食（有料）を体験できます。
実施日・会場　

時間　9時～12時
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　

※申し込み多数の場合抽選
各申込締め切り日（表参照）まで

に電話（9時から）で区役所保育所等・
地域連携☎935-3177

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

９月
１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

８月15日か
ら電話で
☎935-3117

生活
習慣病
予防相談

９月
21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。
最近の健康診査の結果を持
参。40歳以上の10人

８月22日か
ら電話で
☎935-3294

禁煙相談 9月
21日㈬

13時半～
13時45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22日か
ら電話で
☎935-3294

※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）

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
も一緒に入れます。絵本『ガンピーさ
んのふなあそび』など。8月27日㈯❶
10時半～11時、2歳くらいから❷11
時15分～11時45分、3歳くらいから。
多摩図書館整理室で。当日直接。
��第19回読書普及文化講演会

「石坂浩二講演会」
　ことしは俳優の石坂浩二さんをお迎
えします。10月5日㈬１８時半開演（１８
時開場）。多摩市民館大ホールで。
900人。 9月16日（必着）までに往復
ハガキに代表者の住所、氏名、電話
番号、全員の氏名（ハガキ1枚で4人ま

申し込み方法は市版 5面参照

藍染体験と多摩川梨もぎ取りバスツアー

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

「親子でランチ」体験しませんか？

10/5㈬ 第１回 座学
講座

多摩区役
所内

10/10㈷ 第２回 体験
講座

区内公園
など

10/19㈬ 第３回 座学
講座

多摩区役
所内

11/9㈬ 第４回 座学
講座

多摩区役
所内

11/13㈰ 第５回 体験
講座

区内公園
など

12/7㈬ 第６回 座学
講座

多摩区役
所内

12/18㈰ 第７回 体験
講座

区内公園
など

土渕保育園 生田保育園 菅保育園 抽選申込期間
9月 1日㈭・14日㈬ 1日㈭・8日㈭ 1日㈭・15日㈭ 8月10日まで
10月 4日㈫・19日㈬ 12日㈬・25日㈫ 13日㈭・27日㈭ 9月9日まで
11月 1日㈫・16日㈬ 15日㈫・24日㈭ 10日㈭・24日㈭ 10月11日まで
12月 1日㈭・14日㈬ 1日㈭・22日㈭ ８日㈭・22日㈭ 11月10日まで

199
㈷

　多摩区の象徴である生田緑地の豊かな
自然と、かわさき宙

そら

と緑の科学館プラネ
タリウムを舞台としたコンサートをことし
も開催します。
　東京交響楽団による最上級の演奏と、
プラネタリウム（メガスターⅢフュージョン）
による世界最高水準の投影とのコラボ
レーション公演を２回行います。
公演名・時間・対象
❶0歳からのわくわく星空タイム
開演　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
開演　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　かわさき宙と緑の科学
館プラネタリウム
出演　荻野昇（首席トロン
ボーン奏者）他
定員　各回180人

8月19日（必着）までに往復ハガキに
公演名、鑑賞希望者全員（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、代表者の住所と電話番号を記入し
〒214-8570 区役所地域振興課☎935-
3148、 935-3391。［抽選］。※結果は
9月2日までに通知します

荻野昇


