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多摩区は4年4月に区制50周年を迎えます！

　区内保育施設な
どの0～4歳児の造
形活動を動画で紹
介。配信期間など詳
細は区
HPで。

多摩区保育園展の
動画配信

写真
NEWS

明るい未来を目指して
みんなで取り組もう「３

スリーアール

Ｒ」

川崎市長選挙の
期日前投票所のお知らせ

　仕事などで選挙当日に投票所へ
行けない人は、期日前投票所をご
利用ください。

区制50周年記念　冠事業・企画事業を公募します
4年4月に迎える区制50周年を記念し、区民の皆さんと共に祝い盛り上げていくため、

区民や地域団体などが主体となって実施する記念事業を公募します。
募集事業	 ❶冠事業	 イベントなどに「区制50周年」の冠・記念ロゴマーク・	
	 	 記念キャッチフレーズを付して実施するもの
	 ❷公募企画	 区制50周年を記念する企画を考え実施するもの
	 　※公募取扱要項で定める募集テーマのいずれかに該当するもの
公募対象	 区内に活動拠点がある個人、団体または企業
留意事項	 ●応募者が運営主体となって事業を推進していただきます
	 ●応募条件や採用事業への支援内容、指定の応募様式などの詳細は、
	 　区HPの公募取扱要項をご確認ください

12月24日（必着）までに指定の様式に記入の上、郵送か区HPで
〒214-8570区役所企画課☎044-935-3147 044-935-3391

区選挙管理委員会
☎044-935-3128 044-935-3391

期間　告示日翌日～投票日前日
時間　8時半～20時
場所　多摩区役所・生田出張所
詳細は、選挙時に送付する案内をご覧ください。

地球温暖化による気候変動や海洋汚染などの地球環境問題を防ぐためには、日頃から一人一人が環境にやさしい行動を実践することが大切です。
明るい未来のために、身近にできる取り組みから始めてみませんか。	 区役所企画課☎044-935-3147 044-935-3391

１０月は
「３Ｒ推進月間

」
です！

市は「脱炭素社会」を目指しています
　脱炭素社会とは、地球温暖化の原因となるCO2排出量が実質ゼロとなる
社会のことです。市では昨年度に「かわさきカーボンゼロチャレンジ２０５０」
を策定し、脱炭素化に向けた取り組みを実施しています。３Rの取り組みを
実践し、脱炭素社会の実現を目指しましょう。３Rの他に家庭でできる取り
組みの一部を紹介します。

資源循環社会への取り組みである、
「RReduce、RReuse、RRecycle」の頭文字を表しています。

３Ｒってなに？

マイボトルを持って区役所へ！
　プラスチックごみなどによる環境問題の解決策の
一つとして、マイボトルの活用が挙げられます。マ
イボトルを活用することでペットボトルなどのごみの
発生を抑え、CO2の削減につながります。区役所で
は１階多摩区ソーシャルデザインセンター内にウオー
ターサーバーを設置していますので、マイボトルを持
参の上、ぜひご利用ください（平日10～16時）。

特に重要なのは２
ツーアール

Ｒで「３
さん

きり」
　3Rの中でも、ごみを減らすという観点からリデュー
ス・リユース（2R）を優先して取り組みましょう。リサイ
クルは最後の手段です。2Rでごみを出さないことを
意識して、身近にできる「3きり」を実践しましょう。

かわさき３Ｒ推進
キャラクター「かわるん」

３きり
使いきり

食べきり

水きり

他にも環境イベント情報や
ごみ拾い活動などの地域活動を

SNSで紹介しています

ごみ拾い
活動情報

３Ｒ情報

ＲＲｅｄｕｃｅ（リデュース）：発生・排出抑制
　物を大切に使い、ごみを減らしましょう。
例：エコバッグやマイボトルを活用する

ＲＲｅｕｓｅ（リユース）：再利用
　使用できるものは、繰り返し使いましょう。
例：詰め替え商品を使用して容器を繰り返し使う

お風呂の残り湯で洗濯をする 使っていないコンセントは抜く

ＲＲｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）：再生利用
　ごみを資源化して再度利用しましょう。
例：新聞・雑誌・段ボールや牛乳パックなどを資
源集団回収や店頭回収に出す

かわさきカーボン
ゼロチャレンジ２０５０の
詳細はこちら▶

※生ごみの水分を
　切ること

区HP

市選挙
マスコット
「イックン」
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す。「うまくいかない」「不安だ」と感じる
自分の心に向き合い、寄り添ってみま
せんか。 11月13日～12月11日の
土曜、10時～12時、 全5回 心の
つらさを感じている若者や関心のある
人、20人 11月2日10時から直接、
電話、FAX、同館HPで。[先着順]

区役所地域支援課
☎044-935-3294 044-935-3276

ぜん息児健康回復教室「子どものア
レルギーとの上手な付き合い方」

　日常生活の管理とスキンケアの方
法、食事の注意点について学びます。
バスタオル持参。 11月30日㈫14
時～15時半 区役所 ぜんそく・アレ
ルギーのある子どもと保護者や関心
のある人、15組（30人程度） 10月
15日から電話で。[先着順]

緑化センター
☎044-911-2177 044-922-5599 

11月の講習会情報
　家庭果樹の育て方（秋）講習会を開
催します。 11月13日㈯13時半～
15時 同センター 20人 500円

 10月29日9時から直接か電話で。
［先着順］

住民票などは、登戸行政サービスコーナー☎044-933-3000、菅行政サービスコーナー☎044-945-2730へ。平日7時半〜19時、土・日曜9時〜17時、祝日を除く

ピクニックタウン多摩区×謎解きゲーム

多きを解き明かし摩天楼へ

オフライン
編

スタート場所

犬の飼い主の皆さんへ
～ルールを守って楽しいペットライフ～ 

川崎ブレイブサンダース
ホームゲーム区民招待

ノロウイルス感染症・食中毒にご用心！
～感染ルートを知り、感染予防に努めましょう～

　まちなかを巡りながら多摩区の魅力に触れる、まち歩き謎解きゲー
ムの第2弾です。謎を解きながら区の魅力スポットを巡る企画となっ
ており、誰でも楽しめる本格的な謎解きゲームです。全問正解した
人は、専用ウェブサイトに暗号を入力すると、多摩区の魅力が詰まっ
た各種プレゼントの抽選に応募できます。ぜひ、ご参加ください。

区役所地域振興課☎044-935-3148 044-935-3391

※謎解きゲームは二次元※謎解きゲームは二次元
コードを読み取り、専用コードを読み取り、専用
ウェブサイトを開き、謎をウェブサイトを開き、謎を
解いていくため、スマー解いていくため、スマー
トフォンやタブレット端末トフォンやタブレット端末
が必要ですが必要です

生田駅生田駅

区役所衛生課☎044-935-3306 044-935-3394

区役所衛生課☎044-935-3310 044-935-3394

　犬は私たち人間にとって、共に暮らしていく大切な仲間で
す。ペットが地域の一員として幸せに暮らしていくために、
犬の飼い主としてのルールを再確認しましょう。

　区民の皆さんをホームゲームに招待します。イベント盛りだくさんのエ
ンターテインメント空間で開催される国内最高峰のバスケットボールの観
戦をお楽しみください。
日時　11月10日㈬19時5分試合開始
対戦　新潟アルビレックスBB戦
場所　とどろきアリーナ
対象・定員　区内在住の20人

10月20日までに申し込み専用ウェブ
フォームかSNSで川崎ブレイブサンダー
ス。[抽選] 区役所地域振興課
☎044-935-3118 044-935-3391

主な感染ルートは３つ

感染予防を心掛けましょう

・ 手に付いたり舞い上がったりしたウイルスが口に入り感染
・ 感染した人が調理した食べ物を食べることで感染
・ 汚染された食品を十分に加熱せずに食べることで感染

その１ 帰宅時、トイレの後、調理前、食事前
にはせっけんで手のひら・甲・指・爪の間・手首な
どをしっかり洗う
その2  便やおう吐物の処理は❶使い捨ての
手袋・マスク・エプロンなどを着用し汚物中のウ
イルスが飛散しないように拭き取る❷汚物はす
ぐにビニール袋などに入れて縛って捨てる❸汚
染された場所は0.02%の次亜塩素酸ナトリウム

（市販されている塩素系漂白剤を薄めたものなど）を浸した布などで拭く
（10分程度たったら水拭き）
その3  食品は中心温度85～90度で90秒以上加熱する

　令和元年東日本台風クラスの猛烈な台風などによる多摩川の洪水に関
する避難指示などが発令される場合に開設します（両校の近隣地域は土
砂災害の危険性がないため、土砂災害の避難情報のみの場合は開設しま
せん）。
　市防災ポータルサイトやかわさき防災アプリなどで開設状況を確認でき
ます。

区役所危機管理担当☎044-935-3146 044-935-3391

犬の登録・狂犬病
予防注射（年1回）

　法律で定められた飼い主の義務です（屋内犬を含
む）。鑑札・注射済票は首輪などに装着しましょう。

散歩ルール
　自宅で排せつを済ませるよう習慣付けましょう。必
ず引き綱（リード）を付け、ふんは持ち帰り、尿は携帯
した水で流すなど適切に処理しましょう。

正しい知識としつけ 　習性や犬種の特性、犬の病気や感染症の知識を持
ち、責任を持ってしつけと管理を行いましょう。

多摩高等学校・
向の岡工業高等学校が
緊急避難場所として開設されます

区役所地域振興課
☎044-935-3132 044-935-3391

多摩区観光ボランティアガイドと
一緒にまち歩きを楽しみましょう

　区内のおすすめ「まち歩きコース」を
ボランティアガイドが案内します。 5
人程度 ガイド1人につき1,000円
随時、電話で。※詳細は
多摩区観光協会HPで。

多摩市民館
☎044-935-3333 044-935-3398

平和・人権学習「若者の不安や生き
方」について考える講座

　若者が直面している困難や生き方
がテーマのオンライン講座を開催しま

　里山ボランティアで爽快な汗を
流しましょう。
日時　10月17日㈰9時半～昼ごろ
場所　日向山の森（東生田緑地）　
集合　頂上広場

日向山うるわし会事務局（大
江原）☎ 044-933-9246（電
話は9時～18時） uruwashi@
googlegroups.com 区役所地域
振興課☎044-935-3239 044- 
935-3391

市民健康の森活動

応募は
こちらから
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詳細は
区HPで
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