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3・4月は駐車場の混雑が予想されます。公共交通機関をご利用ください。区役所の駐車場は施設利用者のみ、原則最初の1時間に限り無料です。

ボランティア活動
しませんか？

写真
NEWS

　区では運動、食事、
子育てなど健康に関する
分野でボランティアが活
躍しています。ボランティ
アをしてみたい人は区役
所地域支援担当まで。
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多摩区内の春を巡りましょう。季節の変化をお楽しみください。

　「多摩区まち歩きモデルコース」の一つにもなっている、
春真っ盛りの二ケ領用水宿河原堀を、ガイドの解説を聞き
ながら歩きます。世界で最も進んだ新聞印刷工場も見学
します。全6コースの「多摩区まち歩きモデルコース」は、

検索多摩区おすすめコース
日時・集合場所　4月2日㈪10時～16時ごろ。荒天中止、宿河原駅改札前
コース　二ケ領用水宿河原堀→（昼食：インド料理）→日経東京製作センター
川崎工場→久地円筒分水→武蔵溝ノ口駅（約4km）
定員・料金　30人、800円（昼食代込）

3月15日から電話かFAXで参加者全員の住所・氏名・年齢、代表者の電
話番号を記入し区役所地域振興課☎935-3132 935-3391。［先着順］

　満開の桜と春の眺望を一度に楽し
めます。枡形山展望台からは、満開
の桜越しに東京スカイツリーをはじめ
とする都心のビル群や富士山、丹沢
を一望できます。
園内各所の桜の総数は約1,500本！
見頃　例年3月下旬～4月初旬ごろ
★ピックアップ情報
日本民家園〈夜の民家園～古民家と桜のライトアップ～〉
日時　3月31日㈯、4月1日㈰
※ライトアップは、夕刻から20時まで
生田緑地東口ビジターセンター

☎933-2300 933-2055

　生田緑地のまだ知られていない魅力について、3団体が紹介し、意見交換
を行います。隠れた生田緑地の楽しみ方を再発見できます。
日時・場所　3月21日㈷、10時～12時10分（開場9時半）、かわさき宙（そら）
と緑の科学館2階学習室　定員　当日先着50人
区役所地域振興課☎935-3148 935-3391

　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」の最新版を発行しました。地図
や各種お役立ち情報が好評です。区役所や出張所、行政サービスコーナーなどで配布中。
区役所地域振興課☎935-3239 935-3391

　体を動かして元気になりましょう。日時や場所など詳細は区役所配架中のチラシ、またはお問い合わせください。
いずれも申し込み不要で参加できます。新たにご近所で、仲間同士で始めたい人の相談も随時受付中です。

区役所地域支援担当☎935-3294 935-3276

　ガイドが添乗し、多摩区・麻生区の桜を巡ります。評判の大型農
産物直売所「セレサモス」で新鮮な野菜の購入もできるツアーです。
日時・集合場所　4月3日㈫9時～16時半ごろ、荒天中止、久地駅
コース　二ケ領用水宿河原堀→伝統工芸館→枡形山展望台→（昼食：旭鮨）→
セレサモス→麻生川→登戸駅（新百合ケ丘駅で下車可）
定員・料金　25人（最少催行人員20人）、3,950円（藍染め体験料、昼食代込）

3月15日10時から電話でスペース・プラン☎933-0080。［先着順］
区役所地域振興課☎935-3132 935-3391

　地元の飲食店などによる地産地消をテーマに
飲食・物販を行います。各種体験イベントも。二
ケ領用水のお花見と共にお楽しみください。
日時・場所　3月31日㈯、4月1日㈰10時～15時
市緑化センター☎911-2177 922-5599

春の二ケ領用水を歩く＆新聞印刷工場見学ツアー お花見は是非、生田緑地へ！

多摩★まちカフェ開催～生田緑地をまるごと楽しもう～

他にも、
区内の魅力満載！

いきいき体操 健康ウオーク みんなの公園体操

体を動かしたくなる季節の
到来です。

藍染め体験＆桜を巡るバスツアー

春の緑化フェア＆さくらマルシェ

春を巡る

　室内で、音楽に合わせ
て全身を曲げ伸ばしする
体操です。無理なく自分
のペースでできます。地域のボランティアが協
力しあい、区内の自治会館、いこいの家、集
会所などで行われています。

地区のウオーキング推進
員によって、3地区（登戸、
三田、稲田）で行われて
います。3～5kmのウオーキングなので、健康
づくり、介護予防のため、初めての人でも気軽
に参加できます。

　手ぬぐいを使う運動など、全身
を曲げ伸ばしする30分程度の体
操です。ゆったりとしたストレッチ
で、どの年代の人でもできます。地域のボランティアを
中心に、区内の公園、神社などで行われ、体操をしな
がら新鮮な空気が味わえます。

二ケ領用水コース 生田緑地コース

ちょうちん貸し出し
やってます！

　ちょうちんを片手に、夕暮
れの古民家と桜を眺めること
ができます。風流な体験を
お楽しみください。（先着100
人、雨天中止）
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※会場は区役所保健福祉センター。車での来場はご遠慮ください

生田出張所は建て替えに伴い、仮庁舎へ移転しました。移転場所の詳細は、１月１日号か区HPをご覧ください。 生田出張所☎712-3109 951-9101

　落語界の次代を担う若手実力派の双璧、柳家三三と春風亭一之輔による競演
が多摩市民館で実現。将来の名人の呼び声も高い二
人の話芸を御堪能ください。
日時　5月3日㈷14時～16時予定（開場13時半）
場所　多摩市民館大ホール　定員　900名
費用　3,500円（全席指定）未就学児入場不可

電話でアルテリッカしんゆりチケットセンター☎955-3100（平日10時～17
時） 955-3212　 市民文化局市民文化振興室☎200-2280 200-3248

　家庭で育児をしている保護者と就学前の子どもが自由に
集える場です。月に一度（4・8・9月を除く）開催しています。
定員　各会場当日先着50組
内容　手遊び、体操、栄養
士などによる育児相談

区役所保育所等・地域連携
☎935-3177 935-3276

子どもは遊びを通して多くのことを学びます。
お父さんを対象に遊びを考える講演会を開催します。講師は、世田
谷で外遊び活動をする矢郷恵子氏です。外遊びを通して子供との接
し方についてヒントを得ることができます。日時　3月24日㈯10時～
12時　場所　中野島多摩川住宅第1集会所（中野島5-2）　定員　20人(保育
付きは10人）　 3月15日から電話、FAX、メールで区役所地域ケア推進
担当☎935-3228 935-3276 71keasui@city.kawasaki.jp［先着順］

　4月1日㈰から宿河原駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定し、放置自転
車等の即時撤去を開始します。放置自転車は、歩行者や車両の妨げになり、
救急活動などに支障をきたすこともあります。短時間でも、駐輪場に停めま
しょう。 また、禁止区域の指定に伴い、新たに２８１台が駐輪可能な駐輪場
を設置します。 現在無料の駐輪場を含め、全ての駐輪場が有料となります。

区役所道路公園センター☎946-0044 946-0105

　障害に関する展示、パンやお菓子などの販売
日時　3月20日㈫　場所　区役所1階アトリウム

区役所地域ケア推進担当
☎935-3228 935-3276

行った取り組みを報告します。 3月
23日㈮15時～17時(開場14時半)
区役所1101会議室 当日先着20人。

区役所地域振興課
��花いっぱい運動のつどい

　花と緑に関する講演です。先着でお
花のプレゼントも。講師：遠藤 昭氏（緑
化相談員）。 3月22日㈭14時～16
時(開場13時半) 区役所11階会議
室 当日先着200人 ☎935-3133　

935-3391。
���第６期多摩区まちづくり協議会�
委員募集

　区と協働して自主的な学びや交流
の場づくりの企画・運営、地域課題
解決のためのプロジェクト活動をしま
す。任期は2年。 区内在住・在勤・
在学30人程度 3月30日（必着)ま
でに申込書（区役所、生田出張所など
で配布中。区HPからもダウンロード

中。直接か電話、FAXで。

老人福祉センター
〒214-0012多摩区中野島5-2-30

 ☎935-2941 933-5024

�青春の歌声喫茶
　1960、70年代ヒット曲、フォーク
ソングをピアノやバイオリンの生演奏
に合わせて歌いましょう。 3月22日
㈭❶10時～12時、❷13時半～15時
半 同センター3階ホール 市内在
住60歳以上、各80人 100円 3
月15日9時から直接か電話で。［先着
順］

申し込み方法は市版 5面参照

区役所企画課
☎935-3147 935-3391

��29年度磨けば光る� �
多摩事業報告会

　地域課題の解決につながる活動
を区と協働で実施した、市民活動団
体の報告会を開催します。 3月15
日㈭10時～11時40分(開場9時40
分) 区役所1101会議室 当日先着
20人。
��29年度大学・�� �
地域連携事業報告会

　区内の３つ
の大学（専修・
明治・日本女
子）が、地域
と 連 携し て

検診名 日程 受付時間 対象・内容・費用など ［先着順］

１歳児
歯科健診

4月5日
㈭

❶9時～9時半
❷9時半～10時

歯科健診と歯科相談。１歳
３カ月未満で、歯が生えて
いる乳幼児、各回15人

3月15日から
電話で
☎935-3117

健診案内保健福祉
センター

区役所地域支援担当 935-3276
（電話受付時間は8時半～12時、13時～17時15分）

可)を直接、郵送、FAX、メールで☎
935-3148 935-3391 71tisin 
@city.kawasaki.jp［選考］
※募集にあたり、説明会を開催しま
す。 ３月16日㈮❶10時～❷18時
半～ 区役所1001会議室。

多摩市民館
☎935-3333 935-3398

�たまたま子育てまつり実行委員募集
　9月16日㈰開催の「たまたま子育て
まつり」を一緒に盛り上げませんか。
まつりの企画・運営。詳細は配布中の
チラシをご覧ください。 随時受付

3月、4月は区民課窓口が混雑します

3/31㈯も臨時に窓口を開きます

たまっ子を育てる取り組み！

今年で10周年！ アルテリッカしんゆり2018多摩区公演

パサージュたま

　引っ越しの手続きで窓口が大変混雑します。時
間に余裕を持ってお越しください。
★朝の時間帯が比較的すいています。
区HP「区民課窓口の混雑状況」からも確認できます。

開設時間　8時半～12時半
取り扱い業務の詳細は市版4面をご覧ください。
毎月第2・4土曜日も上記時間で開設しています。

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900
住民票・印鑑証明書などの証明書は、行政サービスコーナー（登戸・菅）が便利です。
平日7時半～19時、土・日曜（祝日除く）9時～17時

２～３時間
待ち
１～２時間
待ち
３０分～
１時間待ち
比較的
すいています

土曜
開庁日

閉庁日

菅地区
菅こども文化センター
※6・7月は、地域子育
て支援センター「宙」

主に第3木曜日
10時～11時半

登戸地区 KFJ多摩すかいきっず 主に第2火曜日
10時～11時半

生田地区 生田道院 主に第2木曜日
10時～11時半

第2自転車駐輪場

第1自転車駐輪場

保育園アリス宿河原

第2自転車駐輪場

第1自転車駐輪場

混
雑
状
況
は

こ
ち
ら
か
ら

待ち時間の目安

ママと遊ぼうパパもね

外遊び講座

宿河原駅周辺の放置自転車禁止区域指定

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

３月の混雑予想 4月の混雑予想

柳家三三 春風亭一之輔


