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【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 で検索

11
「たまく de AR！」がリニューアル11

30 　スマートフォンなどを使って、
区内各スポットならではの、さま
ざまなAR（拡張現実）コンテンツ

が楽しめ
ます。詳
細は区Ｈ
Ｐで。

区HP AR体験版

　市内最大の緑の宝庫である「生田緑地」の自然を感じながら、文化施設
を散策し、緑地周辺の歴史を探訪します。
集合　向ヶ丘遊園駅南口改札口
コース　生田緑地東口ビジターセン
ター→かわさき宙（そら）と緑の科学館→
メタセコイヤの林→岡本太郎美術館→
枡形山展望台→廣福寺→向ヶ丘遊園駅　
約3km
定員　25人　費用　300円

11月16日10時から氏名、 住所、
年齢、電話番号を記入しFAX、直接、
電話で区役所地域振興課☎044-935-
3132 044-935-3391 ［先着順］

　川崎ブレイブサンダースの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
ボールリーグをお楽しみください。
日時　 ❶12月28日㈬19時5分試合開始　
　　　❷12月30日㈮19時5分試合開始
　　　❸12月31日㈯16時5分試合開始
対戦　❶信州ブレイブウォリアーズ
　　　❷、❸京都ハンナリーズ
場所　とどろきアリーナ
対象・定員　区内在住の各日20人

11月30日までに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

ウオーキングツアー
「多摩区観光のポイント 生田緑地の魅力を求めて！」

川崎ブレイブサンダース
ホームゲーム区民招待

©KAWASAKI BRAVE THUNDERS

専用ウェブ
フォーム

ホットなイベント
に参加しませんか！

第3回 生田緑地⇔多摩川ピクニックラリー

　ランウェイを歩きながら重成になりきってみませんか！
場所　生田緑地枡形山展望台広場　※未就学児の出場は保護者同伴

11月21日までに区HPの申し込みフォームで区役所地域振興課
☎044-935-3148 044-935-3391 ［事前申込制］

重成ファッションショー

詳細は
区HPで

区にゆかりがある鎌倉武将 稲毛三郎重成にちなんだゲームとファッションショーを開催！

SHIGENARI de 外あそび 〜多摩区を愉しむ一日〜

生田緑地会場 ～生田緑地中央広場他～ 多摩川会場 〜二ヶ領せせらぎ館周辺〜

重成ゲーム
❶〇×クイズ　❷巨大かるた
❸気配斬り　場所　❶❷生田
緑地あじさい山付近❸生田緑
地枡形山展望台広場

投網体験も開催！
※芝生の上で体験します。

新鮮野菜、和洋菓子など
15店舗が出店

食品の販売
鮎のから揚げ、かわさき
ハーブソーセージ、焼き
おにぎりなど5店舗が出店

食品の販売

区内で活動する
団 体 などが 出
演。 ※詳細は 
区HPで。

生田緑地ピクニック
コンサート

パネル展示
JRや小田急、稲田郷土史
会、稲毛三郎重成（NHK
提供）関連のパネル展示

区内で活動する団体などが
出演。 ※詳細は区観光協
会HPで。

音楽ステージ

　多摩区の2大自然スポット「生田緑地」と「多摩川（河川敷）」を会場とし、地
域の飲食店などが出店するイベントと、両会場をつなぐ、まちなかを巡るク
イズラリーを開催します。 多摩区観光協会（事務局：区役所地域振興課）☎
044-935-3132 044-935-3391

二つの会場
をつなぐ

クイズラリー
を開催！

11/30㈬
9時～12時半

※荒天中止

10時〜15時
※雨天時12/4㈰

に延期

12/3

今年は、ピクニックラリーと
同日開催

区HP

イベントの詳細は
区観光協会HPで

重成ファッションショー
出場者募集！
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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

　毎年恒例、生田小学校下校庭での外遊びイベント。工作や昔遊びなど、
自然とふれあいながら子どもも大人も思いっきり遊びませんか。
日時　11月27日㈰10時～14時。雨天中止
場所　生田小学校下校庭（生田出張所裏）
持ち物　着替え、タオル、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。

区役所地域ケア推進課☎044-935-3241 044-935-3276
※当日の問い合わせは☎090-9854-6649(8時半～15時)
※新型コロナウイルス感染症の状況により、入場制限を行う場合があり
ます。詳細は区HPをご確認ください。

　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
ロの演奏とともに絵本の世界をお楽しみく
ださい。
日時　12月21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50人

11月22日(消印有効)までに❶住所❷氏名❸年齢❹電話番号を記入
し往復ハガキで〒214-0012多摩区中野島5-2-30多摩老人福祉センター
☎044-935-2941 044-933-5024 ［抽選］

　障害に関する啓発のため、区内の作業所などの作品の展示やお菓子な
どの販売などを行います。ぜひお立ち寄りください。
日時　12月6日㈫、8日㈭、1月10日㈫、12日㈭、10時半～13時半
場所　区役所1階アトリウム

区役所地域ケア推進課☎044-935-3241 044-935-3276

　健康づくりや介護予防を目的に地域で体操や、ウオーキングを行ってい
ます。みんなで一緒に体を動かしませんか。
※日時は会場によって異なります。詳細はお問い合わせください。
　　　　　　　　　 雨天中止
　公園などの屋外でゆっくり体を動かす体操。
場所   公園や神社など32カ所

　室内で立ったり座ったりしながら、全身をストレッチする体操。
場所　自治会館など20カ所
　　　　　　　雨天中止
　地域の自然や名所を巡るウオーキング。
費用　100円

みんなの公園体操

いきいき体操

健康ウオーク

区役所地域支援課☎044-935-3294 044-935-3276

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

044-922-5599 ［先着順］

　健康づくりに役立つ情報や、地域活動団
体をパネル展示で紹介します。
日時　11月25日～12月5日
場所　多摩区役所１階アトリウム

区役所地域ケア推進課☎044-935-3228
044-935-3276

日は平和館 25人 11月15日10時
から直接、電話、FAX、同館HPで。［先
着順］

まちづくり局宅地企画指導課
☎044-200-3035 044-200-3089

がけ・擁壁の無料相談会
　大雨や台風により、がけ地や老
朽化した擁壁の崩壊などが発生して
います。所有しているがけ地や擁壁
について、専門家に相談できます。

12月2日 ㈮、1月21日 ㈯、10時
~17時（12時~13時を除く。1時 間
2組。時間入れ替え制） 区役所
市内にがけ地や擁壁を所有している
人、 各日12組 11月15
日から電話か応募フォーム
で。［先着順］

多摩区社会福祉協議会
☎044-935-5500 044-911-8119

tamaku@csw-kawasaki.or.jp

きこえないってどういうこと？
親子で手話体験！

　手話体験を通じて他者への共感と
理解の大切さについて学びます。福
祉や障害に対する理解、伝えること
の大切さを改めて確認します。 12
月10日㈯10時～12時 福祉パルた
ま 区内在住の小学生と保護者３０
人 11月25日までに直接、 電話、
FAX、メールで。［抽選］。※詳細は

同協議会HPで。

申し込み方法は市版 6面参照

多摩市民館
☎044-935-3333 044-935-3398

講座を通して考えよう　
世界の平和と一人ひとりの幸せ

　誰もが尊重される平和な社会を目
指して、さまざまなテーマ（ジェンダー、
戦争、セクハラ、憲法など）で、講座
とフィールドワークを開催します。
講座は、12月10日㈯、1月14日㈯、
22日 ㈰、28日 ㈯、2月12日 ㈰、25
日㈯、13時半～15時半、フィールド
ワークは、12月17日㈯、2月18日㈯、
10時～12時、全8回 生田出張所※
12月17日は明治大学平和教育登戸
研究所資料館（東三田1-1-1）、2月18

思いっきり外遊び

講座名 開催日時 受講料 定員 申込開始日
フラワーアレンジメント
(クリスマスツリー）

12月2日㈮
13時半～15時半 3,000円 20人 11月16日

ナチュラルクリスマス
リースづくり

12月3日㈯、4日㈰、
13時半～15時半
※いずれかのみ参加

各
2,000円

各
20人 11月18日

お正月飾りづくり
12月17日㈯、10時～12
時、13時半～15時半
※いずれかのみ参加

各
2,000円

各
20人 12月2日

　里山ボランティアで爽快な汗を
流しましょう。
日時　11月19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

区HP

ボランティア募集中

持ち物・服装

　みんなの公園体操、いきいき体操、健康ウオークを主催するボラン
ティアを募集しています。興味がある人はお問い合わせください。

　飲み物持参。動きやすい服装・靴でお越しください。※みんなの公
園体操は手ぬぐい(タオル)も必要

パサージュ・たま
緑化センター12月講習会情報

多摩区健康フェスタ2022
～みんなで守る　多摩区の健康～

地域交流クリスマスコンサート
～音楽物語～

「みんなの公園体操」、「いきいき体操」、
「健康ウオーク」に行ってみよう！

モンキーブリッジの様子 こま遊びの様子
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