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区内の魅力情報を、SNS（ツイッター、フェイスブック、インスタグラム）で発信しています。 区役所地域振興課☎935-3132検索

　土地区画整理事業が進む登戸の
まちを元気にする、家族で楽しめ

るイベントで
す。飲食ブー
ス な ど も 出
店。詳細は「登
戸まちなか遊
縁地」で検索。

登戸まちなか遊縁地 11/21㈯開催写真
NEWS

ニヶ領用水

　生田緑地の園内ではノムラカエデやイロハモミジの紅
葉、ケヤキ、ナンキンハゼ、カツラ、クヌギ、コナラなど
の雑木林、メタセコイアの黄葉が楽しめます。例年の見頃
は11月上旬から12月下旬までです。
生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300 933-2055多摩区の秋

～生田緑地に思いを寄せて～

緑化センター

小沢城址

　多摩区・３大学連携協議会が主催する毎
年恒例のコンサート。新型コロナウイルス
の影響により、今年はさまざまな大学生に
よる演奏動画をWebで紹介します。おう
ちで気軽に音楽をお楽しみください。
視聴方法　区ＨＰの特設ページで、各出演
団体の演奏動画が視聴できます。
開催期間（予定）　11月中旬～12月末
区役所企画課☎935-3147 935-3391

区内にはこんな秋スポットもあります ２０２０多摩区３大学Ｗebコンサート
～水と緑と学びのまち～　

出演団体など詳細は
後日特設ページで
お伝えします

戸隠不動尊跡地

中央広場

枡形山展望台からの景色

出典：生田緑地フリーマガジン
　　  もりのにじ2020秋

日本民家園
　11月中旬ごろから紅葉の見頃を迎え、彩
り豊かになっていく景色に心が躍ります。

開催日　11月28日㈯14時～ (1時間程度)
料金　入園料のみ
日本民家園☎922-2181 934-8652

　企画展「クルト・セリグマンと岡本太郎」に
て、岡本芸術の形成過程を探るとともに、２
人の友情によって戦後日本の美術界にもたら
された影響の意義について検証します。
開催日　1月24日㈰まで
開館時間　9時半～17時(入館は16時半まで)
※観覧料など詳細はHP
をご確認ください
岡本太郎美術館

☎900-9898
900-9966

かわさき宙
そら

と緑の科学館
　子どもから大人まで楽しめる、簡単な実
験や工作を行う「サイエンスワークショップ」
を開催。所要時間は10～15分、開催時間
内であれば誰でも参加できます。
※参加には整理券が必要です
日時　毎週土曜、12時半～14時半
　　　（整理券配布11時半～）
かわさき宙

そら

と緑の科学館☎922-4731
934-8659

岡本太郎
美術館ＨＰ

特設ページ➡

Twitterでも
情報発信中

音楽の秋

岡本太郎美術館

過去のコンサートの様子

「信越の村」エリアの建物を解説する、
事前申し込み不要の「古民家めぐり」

開
催
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•重ね着などをして室温 20℃を 
  目安に設定する
•冷蔵庫の扉を開ける時間をでき 
  るだけ減らす
•使っていない部屋の照明を消す
•見ていないテレビは消す

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

申し込み方法は市版 5面参照

多摩市民館
☎935-3333 935-3398

笑顔で親子ふれあい遊び～ママや
パパをひとり占め【小学校低学年編】 

　お子さんの手形で「今」
だから作れるアート作品を
作ります。ママやパパは
地域の情報交換もできま
す。 11月29日㈰10時
～12時 同館 小学1～3年生と保護
者20組 1人50円 11月15日10時
から直接、電話、FAX、区HPで。［先着順］ 
多摩区地域人材育成事業「多摩区
に鉄道模型を走らせよう！」

　カッターナイフの使い方をマスター
して、多摩区のお気に入りの風景を
角材やプラスチックの板で作ります。
また、ディスプレー用の車両を配置し、
つなげて走らせます。 1月10日㈰
10時～15時 同館 中学生以上30

人 1,100円 12月13日までに直
接、電話、FAX、区HPで。［抽選］ 。
※1月11日㈷の同時間帯に同館で公
開運転会を行います。

区役所地域支援課
☎935-3431 935-3276

認知症サポーター養成講座
　認知症の人とその家族を応援する

「認知症サポーター」を養成する講座
を開催します。 11月27日㈮14時～
16時 区役所 25人 11月16日か
ら電話で。［先着順］
お子さんの食事で見直そう！
家族の食事 

　家族みんなで健康に過ごすため、大
人の食事と幼児食の工夫のこつを学
んでみませんか。骨密度測定の体験
も。 12月16日㈬10時～11時 区
役所 1歳～1歳5カ月の幼児と保護
者15組 11月16日から直接か電話
で。［先着順］
ぜんそく児健康回復教室

　「子どものアレルギーとの上手な付

き合い方」をテーマに、日常生活管理と
スキンケア、食事の注意点について学
びます。 12月2日㈬10時～11時15
分 区役所 40人 11月16日から
電話かFAXで。［先着順］ 

区役所衛生課 
☎935-3306 935-3394

猫の世話はルールを守って
　市では、ガイドラインを作成し、屋内
飼養、給餌方法、不妊去勢手術、地域
猫活動など、猫の適正飼養を推奨して
います。また、猫のふん尿などでお困り
の場合は、超音波発生装置(ガーデン
バリア）を最長2週間貸し出します。詳
細はお問い合わせください。

多摩消防署予防課
☎933-0119 922-8161

栗谷出張所改築について
　老朽化のため、庁舎を解体し同場所

に新庁舎を建設します。 
【場所】多摩区栗谷3丁目30番8号
【工事期間(予定)】12月～4年3月
【その他】工事中、栗谷出張所の業務
は多摩消防署で
行います。

【工事中の連絡先】
☎・ 953-0119

区役所生田出張所
☎712-3109 951-9101

新庁舎の市民利用スペースの利用
ルールに関するアンケート 

　 市民利用スペースが利用しやすい
ものとなるよう、多摩区役所、生田出
張所などにアンケート用紙を配架し、
区ＨＰ上で Web アンケートを実施し
ます。実施期間…11月30
日まで。

講座名 開催日時 定員 費用 申込開始日
❶秋花壇の植え付け 5日㈯13時半～ 15人 無料 11月21日㈯
❷クリスマスキャンドル
アレンジ 12日㈯13時半～ 15人 500円 11月28日㈯

❸お正月飾りを作ろう 19日㈯13時半～ 15人 500円 12月5日㈯

   

寒い季節　  省エネ・節電

緑化センター12月の講座情報 12月1日は世界エイズデーです 

多摩区子育て支援パスポート

　秋を迎え、どんどん気温が下がっていくこ
の季節、外気温と暖房の設定温度の差が大
きくなり、 暑い季節以上に家庭でエネルギー
を消費します。 
　無理のない範囲で省エネ・節電を意識し、
地球環境にも家庭の財布にも優しい節電生活
を送りましょう。

申込開始日から電話かFAXで緑化センター☎911-2177 922-5599 
［先着順］ 

• 窓に厚手のカーテンをかける
• 空調のフィルターを掃除する
  (2週間に1回程度)
• 冷蔵庫の設定を弱に変え、食品を詰め込 
 まない

•  温水洗浄便座の保温・温水の 
 設定温度を下げる、使わない 
 ときはふたを閉める

• テレビを省エネモードに設定 
 し、画面の輝度を下げる

区役所企画課☎935-3147 935-3391
出典：市環境局環境調整課発行「環境情報」№508

　エイズに関する知識を深め、新たな感染を予防する
とともに、差別や偏見をなくしましょう。 

　地元商店街を中心とした協賛店で提示すると、 
お店オリジナルのお得なサービス（割引など）が受
けられるパスポートです。区役所地域ケア推進課、
生田出張所、登戸・菅行政サービスコーナーなどで
発行しています。
対象　妊娠中の人およびおおむね18歳までの子どもが
いる家庭 

区役所地域ケア推進課☎935-3228 935-3276 

11月16日から電話かFAXで区役所衛生課☎935-3310 935-3394 
［先着順］ 

○啓発ポスター掲示
期間　11月26日～12月2日、8時半～17時15分
場所　区役所1階アトリウム
○HIV 即日検査（匿名・事前予約制）
期間　11月30日㈪❶9時～10時45分（定員8人）
　　　　　　　　  ❷13時15分～15時（定員8人）
場所　区役所1階地域みまもり支援センター第3相談室

 こまめな省エネ・節電

らくらく省エネ・節電

ccかわさきイメージキャラクター 
エコちゃんず

　
　多摩SDCでは、区内で地域活動を行う団体
などを支援する取り組みの一つとして、地域の
コミュニティづくりにつながる事業への資金補
助事業を行っています。今年度の補助対象事
業について次のとおり決定されました。
◦こども食堂を広げたい（株式会社ASFELL）
◦地域活性化とコミュニティの再構築（のぼりとゆうえん隊）
◦多摩エリアを中心としたタウン情報を発信する
　Webマガジン（Zip CoooDE）
◦本の好きな子を育てよう（ちゅうりん庵 子どもの本のひろば）

地域コミュニティ活動支援事業の
対象事業を決定！

対象事業の一例
Webマガジン「zip214」

多摩SDCは、運営体制強化のため一般社団法人化されました！
地域で活動する皆さんをより多角的に支援できるような取り組みが区民主体で進められています。

多摩区ソーシャルデザインセンター（多摩SDC）☎080-6573-0043（平
日10時～16時）、区役所企画課☎935-3147 935-3391

多摩SDC
通信Vol.2

多摩SDCの
SNS

各協賛店のサービス
内容などは公式HPで

できることから
取り組む！

ご存じですか？

も

区HP
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