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保育所利用のための説明動画を公開
５年４月入所に向けた申請手続きや区
の入所状況などを動画で紹介。詳細は
区 HPで。
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7月 1日

多摩区統計データ（令和4年6月1日時点）

発行

しく
エコを楽
う♪
学んじゃお

22万 4,285人

044-935-3391

11万 7,528世帯

夏休み！

多摩区エコフェスタ
主に小学生が対象で、夏休みの自由研究のヒントにもなります。 楽しいプログラム
が盛りだくさんのイベントです。

区役所企画課☎044-935-3147

044-935-3391

❶体験型プログラム 要事前申し込み
8月5日㈮10時～15時
区役所６階、１１階
◆エコに関する11種類の体験型プログラム
※材料費がかかるプログラムもあります。各プログラムの定員は区ＨＰで。
7月20日までに区ＨＰで区役所企画課
［抽選］
❷展示、クイズ
8月5日㈮10時～15時
区役所１階、区役所玄関前
◆エコに関するクイズ、パネル展示 ◆燃料電池自動車
「MIRAI」
展示
◆
「ごみ収集スケルトン車」
実演 （❶11時半～12時、❷14時半～15時の２回）
❸ウェブでの学習体験プログラム
プログラムや
7月19日㈫〜
申し込み方法などの
◆区HP、YouTube川崎市多摩区チャンネルで見られます。 詳細は区HPで

しゃぼん玉を使った実験
（過去の開催の様子）

燃料電池自動車
「MIRAI」

パネル展示
（過去の開催の様子）

区では他にもさまざまな取り組みを通して、家庭でも気軽にできるエコライフを提案しています

クールシェアルーム
地域での省エネや節電のため、 市
民館市民ギャラリーを
「クールシェア
ルーム」
として開放します。 読書や自
習などにご利用ください。
期間

7月29日～8月31日
（8月15日
を除く）
、9時～12時、13時〜
17時
（入れ替え制）
場所 多摩市民館市民ギャラリー
（区総合庁舎２階）
対象・定員 市内在住の小学生以上、午
前・午後各14人
（小学生は保護者同伴）
多摩市民館☎044-935-3333
044-935-3398

使用済みてんぷら油を回収しています
回収された油は、リサイ
クル石けん
「きなりっこ」や
バイオディーゼル燃料にリ

緑のカーテン大作戦
区総合庁舎では、ゴーヤーによ
る緑のカーテンを作っています。 強
い日差しを遮り、涼しく快適に過ご

サイクルされています。 廃
油の循環の取り組みをみん
なで進めましょう。

せる上に、 冷房機器を使用する場
合、節電効果も期待できます。

場所 区役所、 生田出張
所、区道路公園センター
日時 毎月第3水曜(祝日などの閉庁日を除く)、9時～12時
上記以外の回収場所・日時の詳細は区ＨＰで。
かわさきかえるプロジェクト 油

検索

かわさきかえるプロジェクト☎044-854-3713
（平日9時～
17時）
。区役所企画課☎044-935-3147 044-935-3391

区役所企画課☎044-935-3147
044-935-3391

参 加 者 を 募 集 し ま す！
多 摩 区 民 祭 に 参 加 し ま せ ん か！
10月15日㈯に生田緑地で開催(荒天中

～地域デザイン会議の参加者募集～

止)する区民祭の参加者を募集します。
出店(展)者 食品・雑貨などの販売、 各種
展示を希望する人
（多摩区在住・在勤）

ソーシャルデザインセンターは、 地域活
動を支援するため、2年3月に区民主体で開

7月21日㈭18時半〜区役所6階・11階で
行う説明会に参加後、7月28日㈭、29日
㈮に申込書を直接、区役所11階会議室。
［抽
選］
。※申込書は説明会で配布。

多摩区におけるソーシャルデザインセンターの
今後について一緒に考えてみませんか！

過去の開催の様子

舞台出演者 郷土芸能、コーラス、ダンスなど、日頃の成果を披露したい団体
7月22日までに申込書を直接、多摩区民祭実行委員会事務局(区役所地域
振興課内)。
［選考］
。※申込書は7月1日から同課で配布。
区HPでもダウンロードできます。
多摩区民祭実行委員会事務局(区役所地域振興課内)
☎044-935-3133 044-935-3391

詳細は
区HPで

設され、3年目を迎えました。今後の望まし
いあり方などを一緒に考えてみませんか？
日時 8月28日㈰13時半〜
場所 区役所11階会議室※定員や会

多摩区ソーシャルデザイン
センターの活動の様子

多摩区ソーシャル

議の内容などの詳細は区HPで。
デザインセンターの
8月15日までに氏名(フリガナ)、住 詳細はこちらから
所、電話番号、メールアドレス、取り
組んでいる地域活動
（なくても可）
を記入し直接、FAX、メール
で区役所企画課☎044-935-3147 044-935-3391［抽選］
71kikaku@city.kawasaki.jp

【区制 50周年記念】区の 50年間の思い出や歴史を振り返る魅力的な写真を募集しています！詳細は

多摩区

50周年

写真

区HP

で検索
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たま音楽祭

出演者募集！

区民手づくりの音楽イベント
「たま音楽祭」
の出演者を募集します。

生田小学校の下校庭での
「夏の遊び場」
を今年も開催します。 竹遊び

一緒に音楽祭に参加しませんか？

や水遊び、昔遊びなど、自然とふれあいながら子どもも大人も思いっき

実施日時 5年1月28日㈯13時～17時

り遊びませんか。

（当日午前中リハーサルあり）

着替え、タオル、飲み物など各自持参。 動きやすく汚れてもいい服
装でご参加ください。

会場

日時

対象 アマチュアのミュージシャン、 パフォーマーな

7月24日 ㈰10時

多摩市民館大ホール他
ど10組程度
（出演者のジャンルは問いません）

～14時。雨天中止

応募要件

場所 生田小学校下校庭

以下の要件を全て満たす個人・団体

❶一緒に多摩区を音楽で盛り上げるミュージシャン、パフォーマー

（生田出張所裏）

❷チラシやポスターの配布などの事前広報活動や、実行委員企画への
参加・協力、当日の受け付け、会場案内など運営業務に協力できること
詳細は
区HPで

❸当日リハーサルから終演まで参加できること

区役所地域ケア推進課☎044-935-3241

044-935-3276

食中毒予防３原則

つけない！
増やさない！
やっつける！

食中毒に注意！

区HP

8月12日
（消印有効）
までに応募用紙、出演者全員が写っている写
真１枚、演奏内容がわかる映像素材を直接、郵送、区HPで〒214-8570

本格的に夏を迎える前に、テイクアウトやデリバリーを

区役所地域振興課☎044-935-3239

利用する際の食中毒対策を確認しましょう。

044-935-3391［選考］
。※応

募用紙は、区役所、出張所、行政サービスコーナーで7月1日から配布。

✓購入したらすぐに食べる
✓買い物には保冷バッグを持参し、長時間持ち歩かない
✓日が当たる場所や高温多湿な場所に放置しない
✓食べる前によく手を洗う

どうぶつ愛護フェアinたま区

✓2時間以内を目安に食べきり、やむを得ず保管する場

かわいいペットの写真募集

合は必ず冷蔵庫に入れる
区役所衛生課☎044-935-3308

044-935-3394

8月22日～9月2日に区役所１階アトリウムで、
「どうぶつ愛護フェアin
たま区」
を開催します。かわいいペットの写真を皆さんに見てもらいませ
んか。写真が採用された人には、写真を缶バッジにしてプレゼント。

学習情報提供・学習相談事業
申し込み方法は市版 6面参照

アに興味がある・参加したい人大歓

多摩市民館

迎。 相談ボランティアがサークル登

☎044-935-3333

044-935-3398

イヤイヤ期！子育て暮らし応援講座
子どもの成長ペースへの理解を深
め、親子が心地よく暮らすヒントを学
びます。

8月25日～9月29日
（9月8

日を除く）
の木曜、10時～12時、 全
5回

同館

1歳半〜就学前の子ど

テーマに沿った講座の企画運営。

字 以 内）を 記 入 し 郵 送

鉄道模型が走るジオラマ展示
す。

8月7日㈰10時～13時

50人

☎044-935-3431

館

044-935-3276

25人

7

☎044-935-3400

044-935-3399

ふるさとなんでも相談会

域の居場所です。 ふらっと、お立ち

川崎北部の郷土史研究をしている

寄りください。 感染症拡大予防のた

稲田郷土史会が、皆さんの研究・学習

め、飲み物の提供は中止しています。

の相談にのります。

8月2日㈫、9月6日㈫、13時半～
15時

同館。

時～12時

ら申込書を直接。
［先着順］
。 ※申込

800円

8月6日㈯、7

日㈰、13時～14時半、14時半〜16

多摩消防署

各回30人

❶は8月1日9時から❷は

12日9時から電話で。
［先着順］

多摩老人福祉センター
☎044-935-2941

044-933-5024

市民健康の森活動

今すぐ始める生前整理

月15日から電話で。
［先着順］

多摩図書館

❶8月15日㈪❷9月1日㈭、9

実習。

7月15日か

認知症について正しく理解し、 認

㈬14時～16時

誰もが気軽におしゃべりできる、地

各回３組。1組3人まで

知症の人やその家族を温かく見守る
区役所

主に小・中学生
（高校生以上も可）

書は7月1日から同館で配布。

認知症サポーター養成講座

詳細は
区HPで

044-935-

3394 71eisei@city.kawasaki .jp
［選考］

7月17日10時から直接、電

等な社会を実現させませんか。

「ふらっとカフェ」開催！
おしゃべりにきてください

ペット写 真」係 ☎044-935-3306

同館

7月27日

FAX、同館HPで。
［先着順］

かメールで〒214-8570区役所衛生課
「自慢の

ジオラマの上を鉄道模型が走りま

応援者になりませんか。

7月15日10時から直接、 電話、

時のエピソードやペット
の自慢できるところ
（200

仲間とともに学ぶことで、 平和で平
10

タイトル❽写真を撮った

区総合庁舎１階アトリウム。

区役所地域支援課

平和・人権・男女平等推進学習企画
運営委員募集

種類
（犬種など）
❼写真の

日 ㈫、9月27日 ㈫、10時 ～12時

就 学 前、 先 着10人、400円、 要 予
FAX、同館HPで。
［先着順］

ペットの名前❻ペットの

7月26日 ㈫、8月30日 ㈫、9月13

話、FAX、同館HPで。[先着順]

約） 7月28日10時から直接、電話、

話 番 号 ❹ ペンネーム❺

録情報や問い合わせ先を紹介します。

もの保護者15人。保育あり
（1歳半～

人

8月5日(消印有効)までに❶住所❷氏名❸電

生涯学習、地域活動、ボランティ

8月3日㈬13時半～15時
センター
人

同

市内在住の60歳以上30

7月15日9時から直接か電話で。

［先着順］

市消防防災指導公社
☎044-366-2475、044-366-8721
044-272-6699

普通救命講習Ⅰ

時。7日 ㈰ は10時 ～11時、11時 ～

心肺蘇生法や、自動体外式除細動

12時も実施。
（各回入れ替え制） 同

器
（AED）
の取り扱い方法などの講義と

里山ボランティアで爽快な汗を
流しましょう。
日時 7月16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☎︎044935-3239

044-935-3391

住民票の取得などは、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で。平日7時半〜19時、土・日曜9時〜17時、祝日を除く

