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住民票などは、登戸行政サービスコーナー☎933-3000、菅行政サービスコーナー☎945-2730へ。平日7時半〜19時、土・日曜（祝日除く）9時〜17時

カードゲーム「なまずの学校」
写真
NEWS11 　カードを使って仲

間と楽しく防災を
学べるグッズ。先
日の 多 摩 区 防 災
フェアでは来場者
と楽しく防災につ
いて学びました。

　区内最大規模の音楽イベントで、20組ものアーティストによ
る多彩な演奏を楽しめます。また、ロボットによるハンドベル演
奏や、手作り楽器工房など、大人から子どもまで楽しめるイベ
ントが盛りだくさんです。
時間　13時～17時15分（予定）(開場12時45分)　
場所　区総合庁舎（１階アト
リウム、２階大ホール、３階
大会議室、11階会議室）

たま音楽祭実行委員会事
務局（区役所地域振興課内）
☎935-3131 935-3391

　いつ来るか分からない大災害に備え、地域の力をあわせた防災訓練を実施
します。いざというときにどう避難するのか、避難所はどう運営するのか体験
できます。体験コーナーを多く設けており、どなたでも参加できるようになっ
ています。スタンプラリーで楽しく会場を回り、避難所運営を体験しましょう。
時間　9時～12時、荒天中止　場所　生田中学校
内容　●避難所運営体験 ●煙体験 ●スタンプラリー 
　　　●防災アトラクション他　
※防災アトラクションは事前申込。詳細は区HP、またはお問い合わせください。

区役所危機管理担当☎935-3146 935-3391

い ざ と いうとき の た め に ～土砂災害ハザードマップ～

平成29年度多摩区総合防災訓練

秋を嗜む
たしな

〜快適な季節！ さぁ、出掛けよう〜

日向山うるわし会

生田の知らない魅力を歩こう！
水とかがやく未来館・登戸研究所見学ツアー　明大の学食も！

昨年度の訓練

風情漂う“日本の秋”をお見せします
　紅葉や落ち葉が緑地を隅々まで一層美しくお見せします。
秋本番の美しさを、古民家とセットでお楽しみください。併せて、
そば処・白川郷で、熱いおそばなどもお勧めです。

（さまざまな催事も開催。詳細は  　　　　　　　　　　）
日本民家園☎922-2181 934-8652

日本民家園

　舞台公演や出店、体験アトラクション、抽選会（先着
2,500人）など楽しい催しが盛りだくさんです。当日は生
田緑地内施設入場料が特別割引となります。
・日本民家園…無料　・岡本太郎美術館…300円
・かわさき宙

そら

と緑の科学館…無料（特別プログラム）
多摩区民祭実行委員会事務局（区役所地域振興課内）

☎935-3133 935-3391

※大変混みあいますので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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・市民健康の森
　里山ボランティアで爽快な汗を流しま
せんか。
日時　❶11月18日㈯❷12月2日㈯❸12
月17日㈰❹1月6日㈯　9時半~昼ごろ
場所　日向山の森(東生田緑地)
集合場所　❶❸頂上広場、
　　　　　❷❹道具小屋前

日向山うるわし会事務局(大江原）☎
933-9246（9時～18時)

・ひなた山の森で自然と遊ぼう！ 
　ドングリ遊び、竹細工、焼き芋など、森で
遊べます。当日直接。荒天中止。
時間　10時～12時半（受け付け9時45分）。
場所　日向山の森（東生田緑地）ぼっこ広場
定員・料金　40人程度（小学校低学年以下保護
者同伴）、100円

日向山うるわし会事務局（大江原）☎933-
9246（9時~18時）、区役所地域振興課☎935-
3131 935-3391

　今年できた長沢浄水場広報施設「水とかがやく未来館」と、
明治大学構内にある平和教育登戸研究所資料館を、ボラン
ティアガイドが案内するウオーキングツアーです。昼食は明治
大学学食。紅葉で有名な生田緑地もご案内。
時間　9時15分～16時。荒天中止
集合場所・コース　生田駅改札前。登戸研究所資料館～明治大学学食(昼食) ～長沢浄
水場～生田緑地(解散)　定員・料金　30人、300円（昼食代別）

11月15日から電話かFAX（参加者全員の住所・氏名・年齢、代表者の電話番号を記入）
で区役所地域振興課☎935-3132 935-3391。［先着順］

特設行政相談（専門相談員による国の行政全般につ
いて意見や要望の受け付けなど）

区役所地域振興課☎935-3143 935-3391

古着類（汚れているもの、破れているものを除く）や小
型家電（携帯電話など）の回収、リユース本無料配布

多摩生活環境事業所☎933-4111 934-8550

同 時 開 催

〜この音楽は
イヤホンじゃ聴けない！！〜

11月18日㈯
9時半〜15時（荒天中止）

生田緑地
第40回多摩区民祭

　訓練会場では、土砂災害ハザードマップな
どを活用して、土砂災害について理解し、日
ごろの備えなどについて学べます。（複数回実
施予定）※土砂災害ハザードマップは区役所
危機管理担当窓口で配
布中。または市HPから
もダウンロード可。（市
HP→「川崎市防災情報
ポータル サイト」→「地
図・ハザードマップ（土砂
災害ハザードマップ）」）

土
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祝！ 第40回記念
スタンプラリーを開催！
対象のブースを回ると景品が
もらえます。（数に限りあり）

土
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　　第7回たま音楽祭

日
11

19
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　区役所・出張所・行政サービスコー
ナーに設置している行政サービス端
末は12月28日㈭で終了します。
　住民票の写しなど各種証明書の
取得は、マイナンバーカードを利用
したコンビニ交付への切り替えをお
願いします。利用方法など詳細は「マ
イナンバー総合サイト」で検索、ま
たはお問い合わせください。

区役所区民課
☎935-3154 935-3392

行政サービス端末の終了と
各種証明書のコンビニ交付

スマスの飾り付けをします。 11月
29日㈬13時半～15時 同センター

30人 1,500円 11月15日（必
着）までに往復ハガキで。[抽選]

 春の七草寄せ植え
　春の七草を使った寄せ植えを作りま
す。 12月9日㈯13時半～15時 同
センター 30人 1,200円 11月25
日（必着）までに往復ハガキで。[抽選]

健康福祉局生活保護・自立支援室
 ☎200-0309 200-3929

 だいＪ
じょぶ

ＯＢセンター出張相談
　（麻生区役所）

　失業や借金など、生活に困ってい
る人の相談を受け、専門相談員が支
援を行う出張相談を行っています。生
活保護受給中の人は利用不可。 毎
週月曜9時～17時（12時～13時、休
日・年末年始を除く） 麻生区役所

だいＪ
じ ょ ぶ

ＯＢセンター☎245-5120
245-0710（10時～18時）［事前予約
可］。詳細は「だいJOB」で検索。

多摩老人福祉センター
〒214-0012多摩区中野島5-2-30

 ☎935-2941 933-5024　

  いきいき健康フェア健康講演会
　「シニアの大事は骨活と筋力から」
など全3講演。 11月16日㈭10時
～13時 同センター 市内在住60
歳以上 直接か電話で。［事前申込
制］

  年末一期一会合唱祭参加者募集
　みんなで第九「喜びの歌」（ドイツ語カ
タカナ付）を歌いましょう。 練習11月
28日～12月19日火曜、10時～11時

半、全3回。合唱祭12月20日㈬15時
～15時半 同センター 市内在住60
歳以上の50人。全4回参加できる人

100円 11月15日9時から直接か
電話で。［先着順］

保育所等・地域連携
 ☎935-3177 935-3276

  「親子でランチ」しませんか？
　同じ年齢のクラスで保育と給食を体
験できます。申し込み開始日など詳細
は電話か区HPで。 土渕保育園、生
田保育園、菅保育園 就学前の子ど
もと保護者 直接か電話で。［先着順］

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

12月
7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

11月16日か
ら
☎935-3117

※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

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）

ほっこりカフェ中野島
（認知症カフェ）〜多世代交流企画〜

12月1日は世界エイズデー 猫の世話は
ルールを守って行おう！

みんなで集まって語り合う場
「たまサロン」区民会議フォーラム 一緒に考えようまちづくり

　川崎市猫の適正飼養
ガイドラインでは、給餌
方法、トイレなど地域住
民の生活環境に被害を与えないよ
う適正飼養について載せてありま
す。正しい知識を身に付けましょう。

　対策として超音波発生装置の貸
し出し（最長2週間）を行っています。
詳細はお問い合わせください。

区役所衛生課☎935-3306
935-3394

　「多摩区まちづくり協議会」は、地域の安全や魅力発信、子育てや高齢者にや
さしいまちづくりなど、さまざまなまちの課題とその解決策について語り合う場「た
まサロン」を開催します。お気軽にご参加ください。
時間　14時～16時
場所・定員　区役所11階会議室、50人（事前申込優先）

電話かFAXまたはメールで、区役所地域振興課
☎935-3148 935-3391 71tisin@city.kawasaki.jp

　区民会議委員と区民の皆さんで地域の課題について考えます。
テーマ　❶若い人に住んでもらえるまち～身近な公園をより魅力的に～

❷地域包括ケアシステムを知ってもらう、関心を持ってもらう
時間　13時半～16時
場所・定員　区役所11階会議室、 当日先着
100人

区役所企画課☎935-3147 935-3391

区役所地域支援担当
 ☎935-3294 935-3276

  糖尿病講演会
　予防法から治療法まで、専門医の
先生と管理栄養士からお話を聞きま
す。 12月1日㈮14時～16時 区
役所6階会議室 30人 11月15日
から直接か電話で。［先着順］

多摩市民館
 ☎935-3333 935-3398

 きっと見つかる！自分らしい仕事
復帰後のライフスタイル

　家庭と仕事のバランスについて学
び、自分流のライフスタイルを見つけ
る講 座。 1月11日～3月15日。 主
に10時～12時、全9回 多摩市民館

1,900円 直接、電話、FAXで。［事
前申込制］

 vol．9ちっちゃい演劇
　フェスティバル開催

　区内を中心に活動している個人や
団体が演劇やダンスなどさまざまな
表現を舞台で披露します。 12月3
日㈰。13時～16時半、直接会場へ

多摩市民館 当日先着100人。

市緑化センター
〒214-0021多摩区宿河原6-14-1

 ☎911-2177 922-5599

 大きな松ボックリで作る
　クリスマスツリー

　ダイオウショウの松ボックリにクリ

申し込み方法は市版 5面参照

29年度磨けば
光る多摩事業

チーム・たま
第６回市民公開講座

区内のお出かけ情報やピクニックに関する情報を、フェイスブックで発信しています。 区役所地域振興課☎935-3132検索

共に支えあうために

　地域で在宅医療・介護にどう取り組むか、「チーム・
たま」（医療、介護、福祉などに係る多職種ネットワー
ク）とともに考えます。
　テーマは「終

つい

の住
すみ

処
か

、あなたなら何処に」。
日時　12月5日㈫13時半～16時（開場13時）
場所・定員　多摩市民館大ホール、当日先着700人
講演「人生最後の迎え方－平穏死のすすめ」
講師　石

いしとび

飛幸
こうぞう

三氏（特別養護老人
ホーム　芦花ホーム医師）

区役所地域ケア推進担当
☎935-3241 935-3276

　認知症についての講演会と、関心のある人同
士での歓談会を開催。
日時　11月30日㈭10時～１２時（開場9時半）
場所・定員　区役所11階会議室、当日先着70人　
費用　100円　講演　｢多摩区における在宅医
療　認知症の方の事例を含めて｣
講師　鈴木忠氏（たまふれあいクリニック院長）

丘の上カフェ実行委員会☎090-6314-5332(町
田)、長沢壮寿の里地域包括支援センター☎976-
9004 976-9672、区役所企画課☎935-3147
935-3391

　子育てと親の介護を同時に行う人など若い
世代も一緒に語り合える場です。特別企画「フェ
イシャルマッサージでリラックス」を実施します。
日時　11月21日㈫13時半～15時半
場所・定員　中野島公民館（中野島駅から徒歩
7分）、30組　費用　100円（大人のみ）
※通常毎月第3火曜開催

多摩川の里地域包括支援センター
☎935-5531 935-3511

区役所地域支援担当
☎935-3294 935-3276

丘の上カフェ
（認知症カフェ）

猫のふん尿などでお困りの方へ

　普及啓発や検査イベントを実施します。

日時・場所　11月22日㈬～12月1日㈮、
区役所１階アトリウム

日時・定員　12月11日㈪
❶９時～10時45分(8人)
❷13時半～15時45分（10人）
場所　区役所保健福祉センター１階
　　　第3相談室

予約は12月4日から
電話で区役所衛生課
☎935-3310。［先着順］

ポスター展示

エイズ即日検査（事前予約・匿名）

川崎市猫の適正飼養ガイドライン 検 索

土
12
2 日
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