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多摩区は4月に区制50周年を迎えます！

　紅葉がきれいなこの写真、区内の
どこで撮影されたものかわかります

か？正解は
区版2面右
下で。

身近な秋の深まり写真
NEWS

多摩区制50周年記念
区民投票開催！

ロゴマーク&キャッチフレーズ

　4月に迎える区制50周年を記念し、作品を募集したところ、ロゴマークは273作品、キャッチフレーズは224
作品と多数の応募がありました。今回、多摩区制50周年記念事業実行委員会による1次選考を通過した作品に
対し、区民投票を開催します。たくさんの投票をお待ちしています。

 区役所企画課☎044-935-3147 044-935-3391

作者コメント
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作者コメント 作者コメント
　緑の丘陵をイメージしてタマを、多摩川の流
れのイメージで50をデザインしました。

　多摩区ではカワセミやキツツキが住む水辺な
どの自然を身近に感じられるとともに、菅の獅子
舞など、伝統的なお祭りでも見知らぬ人との交
流が生まれます。人と自然、人と人のつながる
素晴しさを将来にもつないで欲しいという思いを
込めました。

◆投票資格
　区内在住・在勤・在学の人
　※投票は1人1票まで
◆投票方法　
　❶区HPからの投票　
　❷投票用紙での投票
　　区役所1階アトリウム、生田出張所1
階、区内行政サービスコーナーに設置す
る投票箱で投票できます。

◆投票期間
　11月2日9時〜11月30日16時

　自然豊かな未来を強調するように書きました。 　人々の笑顔と自然がこの町でいいなと思った
のでフレーズに入れました。
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　多摩区には多摩川や二ヶ領用水などのせせら
ぎとそこに憩うカワセミなどが見られます。緑
も多く、ナシなども有名です。

　ハナミズキは、多摩区の木でも使っていまし
たから載せました。

キャッチフレーズ候補作品

No.1 No.2 No.3

区HPからの
投票

この投票箱が目印です
(投票用紙も用意してい
ます)

投票用紙での投票

ロゴマーク候補作品

No.1

人と緑で人と緑で
つながる多摩区つながる多摩区

No.2

自然を守ろう。自然を守ろう。
未来の多摩区未来の多摩区

No.3

自然も笑顔も自然も笑顔も
豊かな多摩区豊かな多摩区

　投票結果を基に採用作品を決定します。3月に市
政だより区版などで公表予定。

●冠事業・企画事業
　区制50周年を地域と行政が共
に祝い、盛り上げる事業を募集し
ています。詳細は区HPで。
●思い出写真
　昭和47年から現在までの、区
の歴史や魅力を表す写真を募集し
ています。詳細は区HPで。

区制50周年記念に関する募集
こちらもチェック！
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世話をしましょう。
猫のふん尿などで
困っている場合は、
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。

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

広報誌「地ケアTAMA」を作成しました

3年度磨けば光る多摩事業

地域交流クリスマスコンサート〜音楽物語〜

思いっきり外遊び

黄金色ナマズ「たまずん」を展示

多摩インクルージョンセミナー＆ワークショップ
〜障がい児とそのご家族の為のスクールフェス〜

健康づくりボランティア学習会
〜新型コロナ感染症による外出自粛が

健康に及ぼす影響について〜

　　12月1日は世界エイズデー

緑化センター
講習会情報

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けてい
くための仕組みづくり「地域包括ケアシステム」を身
近なものとして知ってもらうため、「地ケアTAMA」
を作成しました。第1号には、暮らしやすい地域づ
くりのために区内で日々活動している人へのインタ
ビューなどを掲載しています。
配布場所　区役所1階・９階、生田出張所など

区役所地域ケア推進課
☎044-935-3241

044-935-3276

　ダンスやアート、バレエなどの体験型ワークショップを開催します。
保護者向けには、講師によるセミナーや子どもと一緒に楽しめるミニコ
ンサートなども。※障害のない子どもとその保護者も参加可能
日時　12月12日㈰、19日㈰、
　　　いずれも12時~16時半
場所　区役所
定員　各日40人程度

12月5日までにHPか電話
で一般社団法人ピッカ☎090-
3223-2739(岩永：平日9時~18時) info@picka.jp ［抽
選］

区役所企画課☎044-935-3147 044-935-3391

　洗足学園音楽大学大学院OGの「アンサンブ
ル・ブランシュ」によるクリスマスコンサート。ピア
ノ、フルート、バイオリン、チェロの演奏と、珍
しい楽器を取り入れた音楽とともに絵本の世界を
お楽しみください。
日時　12月22日㈬13時半～15時
場所　多摩老人福祉センター
対象・定員　60歳以上30人

11月30日までに直接か電話で多摩老人福
祉センター☎044-935-2941 044-933-5024 ［抽選］

　毎年恒例、生田小学校下校庭での外遊びイ
ベント。木の実工作や昔遊び、落ち葉プール
など、自然と触れ合いながら子どもも大人も
思いっきり遊びませんか。
日時　12月5日㈰10時～14時。雨天中止
場所　生田小学校下校庭
持ち物　マスク、着替え、タオル、飲み物など

区役所地域ケア推進課☎044-935-3241 044-935-
3276※当日の問い合わせ先は☎090-9854-6649（8時半～
14時）

　昨年6月に多摩川で釣り上げられた、大変
珍しい黄金色のナマズを展示しています。
期間　12月28日まで、9時～17時
場所　区役所１階アトリウム

区役所地域振興課☎044-935-3131
044-935-3391

　体操・ウオーキング・地域サロンなどのボランティアや活動に関心のあ
る人に向けた学習会です。新型コロナウイルス感染症について学び、
ボランティア活動の参考にしませんか。
講師　大橋博樹氏(多摩ファミリークリニック院長)
　　　桜井良太氏(東京都健康長寿医療センター研究員)
日時　12月1日㈬14時～15時半
場所　区役所地域みまもり支援センター
対象・定員　区内在住の20人

11月15日8時半から直接か電話で区
役所地域支援課☎044-935-3294 044-
935-3276 ［先着順］

　日本では毎年約1,000人がエイズウイルス（HIV）に感染し
ていると報告されていますが、「自分には関係がない」「感染
しているのを知るのが怖い」などの理由で、検査を受ける人が少ないと
いう問題があります。性的接触の機会がある全ての人に感染の可能性
があると思い、検査を受けることが重要です。医療機関や各自治体で検
査を受けられますので、区HPなどで確認するか、お問い合わせください。

区役所衛生課☎044-935-3310 044-935-3394

場所　同センター
申込開始日9時から直接か電話で緑化センター☎044-911-2177

044-922-5599 ［先着順］

区役所地域ケア推進課
☎044-935-3228 044-935-3276

パサージュ・たま
　障害に関する啓発のため、作品や
お菓子の展示・販売を行います。
12月7日㈫、1月13日㈭、10時半～
13時半 区役所1階アトリウム。

区役所衛生課
☎044-935-3306 044-935-3394

猫の世話はルールを守って
　屋内飼養、給餌方法、トイレの設置、
不妊去勢手術など、適正飼養方法を
知り、正しい知識を身に付けて猫の

　里山ボランティアで爽快な汗を
流しましょう。
日時　11月20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

詳細、データ版は
区HPで

ピッカHP

詳細は
区HPで

アンサンブル・ブランシュ

昨年度の様子

販売する小物入れ

適正飼養に関するガ
イドラインは市HPで

第1号表紙

たまずん

講習会名 開催日時 定員 費用 申込開始日
一眼レフカメラで晩秋
のガーデンを撮ろう！

11月30日㈫
13時半～15時 20人 500円 11月16日

クリスマスリース
アレンジ

12月4日㈯
13時半～15時 20人 2,000円 11月19日

お正月飾り 12月18日㈯
13時半～15時 20人 1,500円 12月3日

区版1面「写真NEWS」の答え…宿
河原駅前
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