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【区制50周年記念】多摩区は令和４年４月に区制50周年を迎えました！ 記念事業の詳細は　　　　　　　　　　　　

3
稲田堤
の桜

　明治31年
に稲田堤の
多摩川堤防
に桜が植樹され、名所としてにぎわい
ました。昭和30年代に護岸拡張工事
で伐採されましたが、現在も稲田公園
や堤防沿いに桜が残っています。

写真
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検索多摩区　50周年

生田ふれあい広場
生田多目的広場
Anker フロンタウン生田

が全面オープン！

　生田浄水場用地の有効利用に関する取り組みとして、市と川崎フロンターレが整備した施設が3月25日㈯に全面オープンします。オープンする3つの
施設「生田ふれあい広場」「生田多目的広場」「Anker フロンタウン生田（スポーツ広場）」を紹介します。

上下水道局経営戦略・危機管理室☎044-200-0234 044-200-3982

　芝生の上でくつろげる「芝生エリア」、周辺のさく井
の地下水を利用した「噴水エリア」、障害の有無にか
かわらず楽しめる「インクルーシブ遊具エリア」、スト
レッチや軽い運動ができる「健康遊具エリア」がありま
す。また、震災時の一時避難場所として、開設不要
型応急給水拠点やマンホールトイレも備えています。
開場時間　7時～17時（6～8月は7時～19時）

生田ふれあい広場

　川崎フロンターレのアカデミーの練習拠
点、市民のスポーツ活動の拠点として誰も
がスポーツに気軽に触れられるエリアです。

Anker フロンタウン生田

主な施設  
・屋外サッカーグラウンド 2面
・屋外テニスコート 3面
・屋内テニスコート 3面
・屋内体育館 1棟
・屋内スタジオ 2室
・屋内クラブハウス
開場時間  　8時～22時（予定）

川崎フロンターレ
浦野さん

誰もが気軽に集い、憩える
川崎フロンターレが運営する
「楽しいスポーツと

コミュニケーションの複合施設」

多摩区
生田1-1-1
●中野島駅
　徒歩13分

アクセス

　地域のスポーツ活動（少年野球、少年
サッカー、グラウンドゴルフなど）や、地域活動など、さまざまな目的で利用できます。
※利用の際は団体単位の予約が必要です。予約がない時間帯は自由に利用できます。
開場時間　8時～17時（6～8月は8時～19時）

生田多目的広場

3
25 土

インクルーシブ遊具エリア

　「Anker フロンタウン生田」は、川崎フロン
ターレのアカデミーの練習拠点であるととも
に、地域の皆さんに365日寄り添い、「居心地
の良い場所」であることを目指しています。オー
プンに伴い、3月25日㈯に「スポーツフェスタ」
を開催します。サッカー、バスケットボール、
かけっこやウオーキングなど子どもからお年寄りまで楽しく体験できるイベ
ントです。地域の皆さんに気軽に足を運んでいただき、スポーツの楽しさ
を体感していただきたいと思います。

Ankerフロンタウン生田☎044-328-5771 044-862-5030（3月25日以
降）、川崎フロンターレ☎0570-000-565 044-862-5030（3月24日まで）

日常的に利用できるグラウンド



区 版 たま2023（令和5）年　3月号　No.1274ここからたま区版です 02

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

　仕事などで選挙当日に投票所へ行けない人は、告示日翌日から開設
する期日前投票所（多摩区役所・生田出張所）をご利用ください。

　住所変更する際は飼い犬の手続きも必要です。市
内で転居する場合は、転居先の区役所衛生課で手続
きしてください。市外へ転出する場合は、転出先の
市区町村の窓口に川崎市の犬の鑑札を持参して手続
きしてください。

区役所衛生課☎044-935-3306 044-935-3394

※3月24日㈮～3月31日㈮は県知事選挙のみ投票できます。
※4月1日㈯からは市議会議員選挙・県議会議員選挙・
県知事選挙の3つの投票ができます。
※詳細は、選挙時に送付する案内をご覧ください。

選挙公報は、町内会・自治会と事業者による全戸
への配布を行います。
※地域によって配布方法が異なります。

区選挙管理委員会☎044-935-3128 044-935-3391 　区の魅力がたっぷりつまった観光ガイドブック
「はなもす」と、地図とともに区内の見どころやイ
ベントなどの地域情報が掲載されている「多摩区
ガイドマップ」の最新版を区役所や出張所、行政
サービスコーナーなどで3月1日から配布します。

区役所地域振興課☎044-935-3239 044-935-3391

　身近な公園を、これまで以上にみんなが気持ちよく、いきいき過ごせ
る公園にしていくための市民協働の取り組みについて、公園で活動する
団体や地域で活動する市民の皆さんと市長が意見交換を行います。
日時　3月26日㈰10時～12時（受け付け9時45分から）
場所　生田出張所　定員　15人

3月15日までに直接、電話、申し込み
フォームで区役所企画課☎044-935-3147 044-935-3391[抽選]。
※手話通訳あり。また、当日の様子は同時刻に市HPで動画配信。

　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を行いま
す。ぜひお立ち寄りください。
日 時　4月11日 ㈫、13日 ㈭、5月9日 ㈫、
11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

事務局（大江原）☎ 044-933-9246
（電話は9時～18時） uruwashi@
googlegroups.com

緑化センター
☎044-911-2177 044-922-5599

講習会情報
　❶専門家に聞く！サクラソウ・プリ
ムラの世界❷タネから育てる花壇づ
くり❸常緑樹（ツバキ）の剪

せ ん て い

定（入門
編）。 ❶は4月15日㈯❷は4月22
日、5月13日、7月1日の 土 曜、 全
3回❸は4月26日㈬、いずれも13時
半～15時半 同センター 各24人
❶❸は500円❷は1,500円 ❶

は3月31日、❷は4月7日、❸は4月
11日、いずれも9時から直接か電話
で。［先着順］

区役所企画課
☎044-935-3147 044-935-3391

４年度大学・地域連携事業報告
　区にゆかりのある3大学（専修、明治、
日本女子）が地域の課題解決や魅力発
信を目的に行った取り組みの報告動画
を3月 下 旬 に 区YouTube
チャンネルに投稿します。取
り組みへの感想や質問も受
け付けます。詳細は区HPで。

多摩市民館
☎044-935-3333 044-935-3398

平和・人権・男女平等推進学習企画
運営委員募集

　誰もが尊重される平和な社会を目
指して、テーマに沿った講座を企画
運営する委員を募集します。詳細は
同館HPで。 10人 3月15日10時
から直接か電話、FAX、同館HPで。

［先着順］

申し込み方法は市版 6面参照

区役所地域振興課
☎044-935-3132 044-935-3391

二ヶ領用水ウオーキングツアー
　二ヶ領用水の2つの取水口や多摩
川の旧堤防などを散策します。 3月
30日㈭9時～16時(荒天中止) 南武
線稲田堤駅改札前集合 20人 300
円。持ち物…昼食 3月15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。［先着順］ 
市民健康の森活動

　里山ボランティアで爽快な汗を流し
ましょう。 3月18日㈯9時半～昼ご
ろ（雨天中止） 日向山の森（東生田
緑地）頂上広場 日向山うるわし会

３～５月は区民課窓口が混雑します

統一地方選挙期日前投票所のお知らせ

転居のときは
犬の住所変更手続きも忘れずに

多摩区観光ガイドブック「はなもす」と
「多摩区ガイドマップ」最新版を発行

車座集会　傍聴者募集

パサージュ・たま

　引っ越しやマイナンバーカード申請の手続きで、窓口が大変混雑します。時間に余裕をもってお越しください。
転入や転出の届け出、各種証明書の交付申請はインターネットから事前入力できます。

区民課窓口の混雑
状況を確認できます

転入や転出の届け出、各種証
明書の交付申請がインターネッ
トから事前に入力できます

転出届は郵送で
届け出できます

窓口混雑状況についてはサンキューコールかわさき☎044-200-3939 044-200-3900。インターネットからの事前入力については川崎
市事前申請サービスお問い合わせ窓口 0120-222-560。転出届の郵送については区役所区民課☎044-935-3154 044-935-3392。

1日の混雑状況のイメージ※午前中は比較的すいています
8：30〜9：00 9：00〜11：00 11：00〜12：00 12：00〜15：00 15：00〜16：30 16：30〜17：00

土曜開庁日閉庁日

２～３時間待ち１～２時間待ち３０分～
１時間待ち

4月の混雑予想 5月の混雑予想３月の混雑予想

期日前投票所 期間(土・日曜含む) 時間
多摩区役所 3月24日㈮～4月8日㈯ 8時半～20時
生田出張所 4月1日㈯～4月8日㈯ 8時半～20時

市選挙マスコット
「イックン」

月２回開催しています！

区HP

空 混

区HP
詳細はこちら

申し込み
フォーム
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