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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

　10月26日㈬10
時から。多摩区役
所で。認知症専門
医を交え、認知症
に関心のある人同
士で気軽に意見交
換などができます。

認知症カフェ写真
NEWS10

１０月１５日㈯
９時半～15時
（荒天中止）

生田緑地 区の一大イベントである多摩区民祭。舞台での催し物や、出店・展示、抽選会もあります。
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

　ピクニックにぴったりな、楽しくおいしいオリジナルサンドイッチ
のレシピを募集します。副賞もあります。

１１月１５日(消印有効)までにＡ４用紙にレシピ（名称、セールス
ポイント、作り方、サンドイッチの完成写真も同封）、住所、氏名、
電話番号を記入し、直接、郵送、メー
ルで〒214-8570多摩区役所地域振
興課☎935-3132、 935-3391、

tamapic@cok2.jp ［選考］
※必ずコンテスト応募要項の記載
内容に同意の上応募してください

詳しくは、 検索ピクニックタウン多摩区

　８月８日に第１回全体会議が開催され、いよいよ多摩区
区民会議が始動しました。調査審議する課題は、これか
ら委員の話し合いで決めて
いきます。２０人の委員の皆
さんを紹介します。

区役所企画課
☎935-3147、 935-3391

氏名 推薦団体など
安藤欣也 多摩交通安全協会
池野谷昌臣 市民公募

小塚千津子 多摩区こども総合
支援連携会議

近藤清 多摩区町会連合会

佐藤俊恵 川崎市多摩区
社会福祉協議会

杉下禄郎 市民公募
髙森康広 多摩区地域教育会議

氏名 推薦団体など
豊田由紀子 かわさきかえる

プロジェクト

中村健 川崎市医師会
多摩区医師会

二宮進語 多摩区・３大学
連携協議会

藤原司 区長推薦
本多武夫 多摩防犯協会
本多正典 市民公募

氏名 推薦団体など
美和とよみ 区長推薦
迎スミ子 区長推薦

安井浩 多摩区まちづくり
協議会

矢野久喜 市民公募

山吉新一 多摩区自主防災組織
連絡協議会

余湖英子 多摩区文化協会
吉澤和久 多摩区商店街連合会

川崎市長×若者「区民車座集会」

第６期多摩区区民会議始動！

任期：28年7月1日～30年6月30日 （敬称略・50音順）

開催時間など詳細はお問い合わせください。
大変混み合いますので、車でのご来場はご遠慮ください。

日程　10月15日㈯、16日㈰※16日は有料　
場所　日本民家園　

CHECK

ピクニックタウン

多摩区を盛り上げる、

力作をお待ちしています

●舞台公演（中央広場ステージ）
●出店・出展（中央広場周辺）
●骨董市（日本民家園）
●抽選会　 先 着2,500人（岡 本

太郎美術館階段下スペース）
●生田緑地内施設入場料の
　特別割引
◦日本民家園 ………無料
◦岡本太郎美術館 …100円
◦かわさき宙

そら

と緑の科学館
　  … 無料（特別プログラム）
●パレード
◦フラッグと演奏
　（専修大学吹奏楽研究会）
◦多摩川音頭流し踊り
　（多摩区文化協会）

●宿河原お囃
は や し

子（お囃子保存会）
●ミニ南武線（川崎工科高校）
●キックターゲット
　（川崎フロンターレ）
●消防車・白バイ・パトカー・
　起震車乗車体験
●特設行政相談
　（専門相談員による国の行政
全般についての意見や要望など
の受け付け、問題解決の手伝い）

「オリジナルサンド レシピコンテスト」開催中

●古着類（汚れているもの、破
れているものを除く）や小型
家電（携帯電話など）の回収
多摩生活環境事業所

☎933-4111、 934-8550 

日時　10月10日㈷12時半開場、13時開演
場所　多摩市民館大ホール

　投票年齢が引き下げられるなど、若
者の行政参加が期待されています。今
回の車座集会は、若い皆さんに行政や
まちづくりへの興味・関心を持ってもらう
ために開催します。
日時　11月26日㈯13時半～15時半（開
場13時）
場所　区役所11階会議室
対象・定員　区内在住・在勤・在学の15
歳以上（中学生を除く）～25歳未満10人　
※当選者には郵送・FAX・メールのいずれ
かで通知します

11月4日17時（必着）までに市ホーム

ページか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］
傍聴　当日先着50人（13時から受付）

※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。
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

若い皆さんが普段感じている
こと。

考えていること。市長と話して
みませんか。
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　ストーリーテリングによるおはなし
の世界をお楽しみください。演目「か
ちかちやま」など。語り「多摩区ストー
リーテリング おはなし万華鏡」。10月
15日㈯１０時15分～１２時。多摩市民
館4階第5会議室で。当日先着34人。
��多摩区の読書活動紹介展示

　多摩区の読書活動の紹介、おすす
め絵本の展示を行います。１０月２２日
㈯～１０月３０日㈰９時半～１６時。多摩
図書館整理室で。当日直接。

区役所地域振興課
☎935-3134、 935-3391

��稲城市・多摩区ふれあい
　「あるくマップ」ウオーキング

　稲城市と多摩区のスポーツ推進委
員が作ったコース約9kmを歩きます。
１０月２９日㈯８時４５分までにＪＲ稲城
長沼駅改札前に集合（当日直接）。９
時出発、１２時半ごろ稲田公園解散。
飲み物、タオル持参。雨天中止。当
日の問い合わせは雨天時のみ、7時
～8時半にお願いします。

市緑化センター
〒214-0021多摩区宿河原6-14-1

☎911-2177、 922-5599

�小菊の玉作り、小菊盆栽
　　
　

　
　1年かけて作り上げる伝統の小菊盆
栽の作り方を学びます（実際に作る作
業は行いません。講義のみ）。10月
29日㈯13時半～15時。市緑化セン
ターで。30人。200円。 講師：名取
公久氏（全日本菊花連盟審査員）。
10月15日（必着）までに往復ハガキで。

［抽選］。 ※同センターで10月22日

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

区役所保育所等・地域連携
☎935-3104、 935-3276

��保育園展開催
　区内保育施
設に通う０～
４歳児の作品
を区役所アト
リウムに展示
します。🅐１０月18日㈫１６時～２５日㈫
１５時🅑１０月２５日㈫１６時～１１月１日㈫
１５時。各園の所在地や保育内容を紹
介したリーフレットも用意しています。

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

�｢西洋美術講座｣
　�～学んで眺めて感じてみよう～

　美術好きの人も、そうではない人
も、本物アート体験しませんか。10
月27日 ㈭「ミュシャ」、11月24日 ㈭

「ロートレック」、 希望者のみ12月1
日㈭展示鑑賞（講師ガイド付き）。いず
れも13時半～15時半（12月1日は14
時～）。 同センター3階ホール（12月
1日は市民ミュージアム展示会場）で。
市 内 在 住60歳 以 上 の50人。200
円(資料代)。講師：平井直子氏(市民
ミュージアム学芸員)。 10月17日9
時から直接か電話で。［先着順］

多摩図書館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

☎935-3400、 935-3399　

��秋のおはなし会
　秋の特別なおはなし会です。保護
者も一緒に入れます。大型絵本「どう
ぞのいす」など。10月23日㈰❶10
時半～11時❷11時15分～11時45
分。対象…❶2歳くらいから❷3歳く
らいから。多摩図書館整理室で。当
日直接。

申し込み方法は市版 5面参照

㈯～11月13日㈰に開催している小菊
盆栽展も楽しめます。

市消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1

☎366-2475、 272-6699　

�普通救命講習会
　心肺蘇生法や、自動体外式除細動
器(AED)の取り扱い方法などの講義
と実習。11月29日㈫ 13時半～16
時半。多摩消防署３階講堂で。30人。
受講者には修了証を交付。 11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

☎935-5500、 911-8119

�年末たすけあい運動
　�「慰問金」の申請について

　区内在住（在宅）で以下に該当する
世帯は、審査を経て慰問金を受け取
れます。❶身体障害者手帳1級か2級
の人❷療育手帳Aの人❸精神障害者
保健福祉手帳1級の人❹介護保険に
よる要介護認定が4か5の人。 10
月31日（消印有効）までに直接か郵送
で。詳細はお問い合わせください。

宮前区社会福祉協議会
〒216-0033宮前区宮崎2-6-10 

☎856-5500、 852-4955　

�運転ボランティア
　（福祉有償運送運転者）養成講習

　移送サービスの運転ボランティア養

成講習。12月3日㈯10時～16時半、
4日 ㈰9時 半 ～16時50分、 全2回。
福祉パルみやまえで。社会福祉協議
会やボランティア団体などでの活動を
希望する30人。3,000円。 11月2
日までに電話かFAXで。［抽選］

多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

☎935-3333、 935-3398

�市民活動・生涯学習活動相談
　ボランティア養成講座

　趣味のサークル活動や市民活動を
始めたい人の相談を受けるボラン
ティアになるための講座です。相談
ボランティアについてや、相談者へ
の対応などのノウハウを学びます。
11月 15日～ 12月 20日の火曜、10
時～ 12時、全 6回。多摩市民館で。
40人。 10月 25日 17時までに電
話、FAX、区ホームページで。［抽選］

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

11月
17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

10月17日か
ら電話で
☎935-3117

生活
習慣病
予防相談

11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。
最近の健康診査の結果を持
参。40歳以上の10人

10月20日か
ら電話で
☎935-3294

禁煙相談 11月
16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

10月20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）

　マサカリ、チョウナなど、昔の大工道
具を使った実演や、壁塗り・丸太切り・か
んな掛けなどの体験ができます。大工
仕事のすごさや面白さに触れられる機会
です。当日直接。
日時　10月23日㈰10時半～14時半　　

（一部材料がなくな
り次第終了）　　
場所　日本民家園
料金　50円

（保険料）
日本民家園

☎922-2181、
934-8652

認知症予防講座 　　

　認知症について学び、運動・食事・歯の取り組みを通じて自分の
健康を振り返りませんか。

「おしえて大工さん！」
日本民家園で体感する大工仕事

日時　１０月２８日㈮
　　　１３時半～１５時半（開場１３時）
場所　多摩市民館大ホール　
対象・定員　区内在住・在勤・在学の700人
講演1　『地域リハビリの実践活動』
講師　東京都言語聴覚士会会長　半田理恵子
講演2　『若年性認知症の方の介護体験』　
講師　フリーアナウンサー　岩佐まり　

区役所地域ケア推進担当☎935-3241、
935-3276

日時 場所 内容

1日目 11月14日㈪
13時半～15時半

生田出張所
３階大会議室

・講義「認知症予防につ
いて」
・グループワーク

２日目 11月21日㈪
13時半～15時半

・実技「コグニサイズ」
・講義「歯と口の健康」

３日目 11月28日㈪
13時半～15時半

・講義「食生活で認知症
を予防しよう！」
・グループワーク

で 支 え る た め に地 域 「チーム・たま」第４回市民公開講座 　　

　「チーム・たま」（医療、介護、福祉等に
係る多職種ネットワーク）と共に、認知症の
人をどのように在宅で介護するかをテーマ
に、医療の在り方などを考えていきます。

内容

❶10月16日㈰、雨天時23日㈰
❷11月19日㈯、雨天時26日㈯
❸12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）
区役所地域振興課

☎935-3239、 935-3391

市民健康の森
活動日時

定員　３０人（全日参加できなくても可）
１０月１７日から直接か電話で区役所地域支援担当☎935-

3294、 935-3276。［先着順］

��大人のためのおはなし会
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