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区内のお出掛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。 区役所地域振興課☎935-3132検索

　区役所1階アトリウムのミニ水族
館では、多摩川で
生息する生き物
を展示していま
す。 区役所地
域振興課☎935-
3239 935 -
3391
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ミニ水族館がリニューアル
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緑豊かな生田
緑地の魅力を
発信します。

［取り組み例：ピクニックタウン多摩区］

［取り組み例：防災キャンプ］

［取り組み例：たまたま子育てまつり］

［取り組み例：生田ご近所パワーアップ集会］

［取り組み例：たまなびプログラム］

●まちのにぎわいと魅力をつくるために
　“ピクニック”をキーワードにした魅力発信、
音楽やスポーツ、さらにはAR（拡張現実）を活
用し、訪れる人も住む人も楽しむことのできる
まちづくりを進めます。

9事業　約2,253万円

実際に体験す
ることで防災
への意識を高
めます。

●災害に強く安全で安心して暮らせるまちにするために
　子育て世代も楽しみながら参加できる区総
合防災訓練、防災フェア、交通安全教室など
により、安全・安心のまちづくりを進めます。

5事業　約680万円

子育て世代を
地域で支え、
笑顔で子育て
できる環境を
作ります。

●子どもたちをみんなで育てるまちにするために
　地域全体で子どもを守り子育てを支援する
取り組みを進めていきます。 6事業　約952万円

地域でのつな
がりづくりや
地域課題の解
決を考えます。

●すこやかに安心して暮らせるまちにするために
　地域特性に応じた住民主体の支え合いの地
域づくり、健康づくりを推進し、地域包括ケ
アシステムの構築を目指します。

5事業　約383万円

地域交流の取
り組みを通じ
て大学生の地
域参加を促進
します。

●みんなが主役のまちづくりのために
　区民、関係団体、区内３大学の学生など多
様な主体との協働・連携により、地域コミュニ
ティーの活性化を進めます。

7事業　約1,627万円

新型コロナウイルスを防ぐには

たまの“おさいふ”
　多くの魅力や価値を高めながら、つながりを身近に感じ、これからも住み続けたいと感じ
られるまちを区民の皆さんと目指します。そんな今年度の取り組みの一例を予算とともに紹
介します。 区役所企画課☎935-3147 935-3391

約5,895万円

ー２年度地域課題対応事業についてー

合計

　せきやくしゃみが出るときは、他の人にうつさないためにマ
スクを着用しましょう。マスクを持っていない場合は、ティッ
シュや腕の内側などで口と鼻を押さえましょう。手のひらで受
け止めたときはすぐに手を洗いましょう。

せきエチケット

　持病がある人、高齢の人は、
できるだけ人混みの多い場所を避
けるといった注意が必要です。

人混みを避ける

　発熱などの風邪の症状が見ら
れるときは、学校や会社を休んで
ください。

無理をしない

　帰宅時にはまず手洗いをしましょう。調理の前後、食事前などもこまめに手
を洗いましょう。石けんを使い、指先・爪の間や手首まで洗うことが大切です。

手洗い

新型コロナウイルスに関する最新情報は市HPでお知らせして
います。

区役所衛生課☎935-3310 935-3394「うつさない」、「かからない」ために、日常生活で気を付けることを改めて確認し徹底しましょう。

検索川崎市　新型コロナ
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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

5月28日～6月25日の木曜（6月11日
を除く）及 び6月13日㈯、10時 ～12
時、全5回 同館 第1回の時点で第
1子が生後2カ月以上の0歳児と保護
者、20組 5月7日までに直接、FAX、
区HPで。［抽選］
シニアの社会参加支援事業（入門
コース）企画運営委員募集

　毎年秋に生田地域で開催
している、シニアの社会参
加支援事業の企画運営委
員会「チームとことん！」のメンバーを募
集します。日程はお問い合わせくださ
い。 毎月１回 同館 市内在住の
50歳以上、5人 4月17日から直接、
電話、FAX、区HPで。［先着順］
多摩区文化協会主催ちびっこシアター
「７ひきのこやぎと狼」観覧希望者募集
　子どもから
大人まで楽し
める、夢と勇
気と元 気 が
いっぱいの劇
団「飛行船」に
よるマスクプ
レーミュージカルです。 5月28日㈭、

申し込み方法は市版 5面参照

]
多摩市民館

〒214-8570多摩区登戸1775-1
☎935-3333 935-3398

市民エンパワーメント研修「ボランティア入
門講座（保育＆知的障がい者交流コース）
あなたの笑顔で地域を明るく！」参加者募集

　両コースの申し込みも可
能。 ❶保育コース：5月29
日～6月26日の金曜❷障が
い者交流コース：5月29日～7月4日（6
月20日を除く）の土曜（第1回のみ金
曜）。❶❷ともに10時～12時、全5回
同館 各20人 5月8日10時から直
接、電話、FAX、HPで。［先着順］。※申込
時に希望のコースをお知らせください。
「笑顔育む0歳の子育て講座～はじ
めてママになった方へ」参加者募集

　赤ちゃんと一緒
に笑顔で過ごすヒン
トを学び、みんなで
ほっとした時間を過ごしませんか。触
れ合い遊び、絵本の読み聞かせ他。

15時～16時45分(開場14時半) 同
館大ホール 900人 5月8日(必着)
までに往復ハガキ（1枚で3人まで）で多
摩区文化協会（多摩市民館内）「文化協
会・ちびっこシアター」係。［抽選］

区役所地域ケア推進課
☎935-3228 935-3276

71keasui@city.kawasaki.jp
子育て支援者養成講座受講者募集

　地域の子育て支援活動や、子ども
の遊び、発達、食と栄養、病気など
について学びます。 6月～11月の毎
週金曜(第4金曜を除く)、10時～12
時、全15回及び実習（8月はお休み）
区役所他 30人。保育あり(6カ月～
就学前、保険料等実費負担有） 5月
15日までに保育希望の有無（有りの場
合、子どもの名前（ふりがな）、年齢）も
併せてFAXまたはメールで。［先着順］

区役所地域振興課
☎935-3132 935-3391

春のバラを楽しむ
ウオーキングツアー参加者募集

　午前は
専門ガイ
ドによる
解説とと
も に、ば
ら苑

えん

をウ
オーキングします。午後は新緑が美し
い生田緑地にて、日本民家園のガイド
付き散策か枡形山周辺史跡を巡りま
す。全行程約6㎞。 5月14日㈭9時
半～16時半ごろ 30人 300円（民
家園入園料は別途） 4月15日10時
から電話かFAXで。［先着順］

福祉パルたま
☎935-5500 911-8119

福祉パルたまの移転
　福祉パルたま（多摩区社会福祉協議
会）が、4月27日㈪から第3井出ビル

（登戸1891）に移転します。

多摩区「親子でランチ」
　年齢に合ったクラスで保育と給食を体験できます。申し込み方法など詳
細は区HPをご覧ください。
期間　4月・8月を除く月2回(時期未定)　場所　土渕保育園・生田保育園・
菅保育園　対象　離乳食を食べることができる未就学児と保護者、各園
1日2組　費用　1食250円

区役所保育所等・地域連携担当☎935-3177 935-3276

区HP

区HP

親子で保育園に遊びに来ませんか？

区HP

たま音楽祭　実行委員募集
　参加者で作る音楽イベントの企画・運営をしてみませんか。
音楽祭開催日　3年2月6日㈯、7日㈰　活動期間　5月～3
年2月（4月24日㈮18時より区役所10階1002会議室で説明
会を予定）　活動内容　音楽祭の企画運営に関すること(月1、
2回程度の打ち合わせ)、地域イベントへの参加、前日・当日準
備・運営　対象　16歳以上（未成年者は保護者の承諾が必要） 昨年のたま音楽祭

5月7日(消印有効)までに申込書を直接か
郵送で〒214-8570区役所地域振興課☎935-
3131 935-3391 ［選考］。※申
込書は区役所など各施設で配布
中の他、区HPからダウンロードも
できます 区HP

第10回記念として初の2日間開催！

　市内最大の緑の宝庫「生田緑地」。緑地内には文化施設が点在し、歩きやすい散策路や
展望台もあります。5月の連休中には多くの催しが行われます。詳細は「生田緑地」で検索。

生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300 933-2055

生田緑地イベント情報 市民健康の森
活動日時

日向山うるわし会
会員募集

　里山ボランティアで爽快な汗を流しましょう。ボラン
ティア終了後に行う総会は誰でも参加できます。
❶ボランティア活動
時間　9時半～11時　場所　日向山の森(東生田緑地)
集合　頂上広場
❷総会
時間　11時半～13時
場所　明王会館(日向山の森西側下)
費用　1,000円(年会費、お弁当代)

　竹切り、笹刈り、野菜作りなど一緒に
活動しませんか。活動日時・場所は団体
HPをご覧ください。
服装　 長袖、長ズボンなどの動きやすい

服装。※靴は底が滑りにくいもの
持ち物　帽子、軍手、タオル、飲み物など

日向山うるわし会事務所(大
おお

江
え

原
はら

)
☎933-9246(9時～18時)

区役所地域振興課☎935-3239 935-3391

4
19
日

日向山
うるわし会HP

　障害に関する啓発のため、作品
やお菓子の展示・販売などを行い
ます。 ❶4月14日㈫❷5月14日
㈭❸6月2日㈫、いずれも10時～
14時 区役所１階アトリウム

パサージュ・たま

施設名 イベント名 内容
日本

民家園
こどもが主役！
こどもまつり

期間中日替わりで
イベント開催

かわさき
宙
そら

と緑の
科学館

こどもプラネタリウム
まつり 子ども向け投影

岡本太郎
美術館 TARO鯉

ごい

展示 開館時のみ。
雨天中止

生田緑地 ゴールデンウィーク
マルシェ

地産野菜の販売、
各種出店

5/2㈯～5/6㈷
※日本民家園のみ5/3㈷から

イベント開催期間
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