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　7月16日㈰開
催。大自然あふれ
る夏の多摩川で、
音楽演奏やダン
スなど楽しい一日
が過ごせます。

多摩川せせらぎ夏万博大作戦
写真
NEWS7

　災害時に重要
な食べ物の問題。
防災食といえば、

おいしくないイメージがあります
が、今はよりおいしく、長期保
存できる商品が多く開発されて
います。また、アレルギーに対
応した商品も
開発されてお
り、 当 日 は
試食コーナー
もあります。

防災食の新しい常識

多摩区防災フェア

　昨年は熊本地震が発生し、首都圏でも今後大きな災害に見舞われる
ことが懸念されています。防災フェアでは、防災用品の紹介や展示の他、
親子で楽しく防災体験ができる、実際の震災体験を基に作られたカード
ゲームを用意しています。地震で発生するさまざまなトラブルを解決す
るアイテムを親子で一緒に考えてみませんか。
　また、自転車体験などの交通安全体験コーナーも用意しています。　
時間　10時～15時　場所　区役所11階会議室
内容　●起震車体験　●防災食　●防災用品の紹介や展示　
　　　●防災カードゲーム　●家庭の備蓄　
　　　●土砂洪水ハザードマップ他
　　　他イベントや当日の詳細は、 検索多摩区防災フェア

区役所危機管理担当☎935-3146 935-3391

親子で一緒に防災を学ぼう

　体験型のプログラムが盛りだくさん。小学生の夏休みの自由研究にも！
時間　10時～15時　場所　区役所１階アトリウム、６階会議室、区役所玄関前他
内容　●料理教室　●ガス廃管を利用した万華鏡作り　●牛乳パックでうちわ作り　
　　　●ソーラーハウス作り　●いろいろな発電体験　●クリップモーターを作ろう　
　　　●ゴミ分別ゲーム　●竹細工　●スケルトンゴミ収集車展示他　
　　　※事前申込が必要なプログラムがあります。
プログラムや申込方法などの詳細は、 検索多摩区エコフェスタ

区役所企画課☎935-3147 935-3391

図書館にて 
特集コーナー設置

　エコライフに関する図書や、防災
に関する図書、防災マップなどを特
設コーナーにて展示しています。

夏休み！ 多摩区エコフェスタ

金
8 4

クールシェアルーム 日向山うるわし会
　地域での節電と、地球温暖化防止を推進するために
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。個人での読書や自習などにご利用ください。
日時　7月28日㈮～９月６日㈬9時～17時　
　　　※8月２１日㈪を除く
対象・定員　中学生以上（小学生以下は 保護者同伴）
　　　　　 当日来館　定員28人

多摩市民館☎935-3333 935-3398

　里山ボランティアで爽快な汗を流しませんか。
日時・場所　❶7月1日㈯❷7月15日㈯
❸8月5日㈯❹8月20日㈰❺9月2日㈯
❻9月16日㈯　いずれも9時半～昼ごろ　
日向山の森（東生田緑地）
集合場所　❶❸❺道具小屋前  ❷❹❻頂上広場

日向山うるわし会事務局（大江原）☎933-
9246（9時～18時）

交通安全の

体験コーナーも

設置

エコフェスタ　 防災フェア

クイズラリー
　全てのクイズに正解する
と、お楽しみのプレゼント
がもらえます。（プレゼント
がなくなり次第終了）　

区では、他にもさまざまな取り組みを通して、エコライフの推進を行っています。

同日開催 　！初

エコ × 防災　同日開催企画
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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

ニケーションについて学んでみません
か。 9月6、20日、10月4、18日、
11月1日の水曜、13時半~15時半、
全5回 多摩市民館と登戸ゴルフセン
ター 50歳以上の区民20人 2,000
円 7月20日10時から直接か電話で。

［先着順］

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　

 後期講座（10月開講）受講生募集

健康増進教室（ロコモン体操）【全10
回、火曜・午後】
いずれも同センターで。詳細はお問
い合わせください。 市内在住の60
歳以上の初心者 教材費実費

7月18日から8月25日まで本人が
82円切手を持参し直接（9時～16時）。
定員を超えた場合は抽選。

多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

 ☎935-3333 935-3398

 ご近所サロンいくた Part3
～生田出張所で健康づくりと笑顔
の時間を～

　地域で自分らしく健康に暮らすこと
や、近所とのつながりの大切さについ
て考えてみませんか。講師：川崎幸クリ
ニック稲富正治氏（臨床心理士）他 9
月1、8、22、29日の金曜、10時~12時、
全4回 生田出張所会議室（最終回の
み多摩市民館） 50歳以上の区民20
人 1,500円 7月19日10時から直
接か電話で。［先着順］

 市民自主学級「たま親子学級」
　子育てについて学びながら仲間づ
くりをする講座です。 9月7日～11
月30日の木曜、10時～12時、全12
回 多摩市民館 多摩区在住の２～
４歳の就園前の子どもと保護者15組

1,600円程度 7月31日（消印有
効）までに往復ハガキで。［抽選］

 パブリックde はじめてのゴルフ！！
～ゴルフ体験から学ぶ自己分析と
コミュニケーションスキル～

　ゴルフに触れて、自分を知りコミュ

申し込み方法は市版 5面参照

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）
※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
健診名 日程 受付時間 対象・内容・費用など ［先着順］

１歳児
歯科健診 8月3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

7月18日から電話で
☎935-3117

検索

　12月9日㈯に開催する「たま音楽祭」の
出演者を募集します。詳細はお問い合わ
せください。
募集対象　ミュージシャン、パフォーマー
など10組程度（ジャンルは問いません）
応募資格　❶～❹の条件を満たすこと
❶多摩区およびその近郊に在住・在学・在勤または活動実績があること　
❷事前の広報活動、当日の運営業務に協力できること
❸10月開催の事前説明会（平日夜）に参加できること
❹リハーサル（午前中）からフィナーレ（17時頃）まで終日参加できること

8月10日（消印有効）までに応募用紙に、出演者全員が写っている写真2
枚と、演奏・演技内容が分かる映像を直接か郵送で〒214-8570区役所地域
振興課☎935-3239 935-3391。［選考］※応募用紙は区役所、出張所、行政
サービスコーナーなどで配布中。区HPからもダウンロード可

出演者を募集！ 第55回たまアトリウムコンサート
テーマ「アトリウムコンサート初登場！ 古楽器の世界を味わいつくす」

区役所地域振興課☎935-3132 935-3391

　7月3日から、区民課窓口発券システムがリニューアルします。
混雑・交付状況の確認
　区HPトップの「多摩区区民課混雑状況」からアクセスすると、待ち人数や
証明交付できる呼出番号などが確認できます。受け付け後、指定された
二次元コードからもアクセスできます。
お呼び出しメール
❶窓口発券機で受け付け後、指定された二次元コードを携帯電話などで

読み取ります。
❷Webサイト「多摩区区民課混雑状況」につながるので、お手続の窓口番

号を選択します。
❸呼出メール登録を選択します。
❹お手持ちの番号札の番号とメールアドレスを登録します。
❺自分の順番が近づくとメールが届きます。

区役所区民課☎935-3151 935-3392

区民課窓口発券システムリニューアル

２９年度  「磨けば光る多摩事業」が決定
　区では市民活動団体からの提案を受け、選定したものを区の事業として
実施します。詳細は区HPをご覧ください。

区役所企画課☎935-3147 935-3391
丘の上カフェ（認知症カフェ事業）
　専門家を交え、認知症に関心のある人や認知症カフェを始
めたい人、認知症の本人・家族が何でも話せる場をつくります。
※実施団体…丘の上カフェ実行委員会
多摩区障がい児の為の夢を叶えるチャレンジ教室事業
　障害のある子どもたちに、自身の持つ可能性に気付い
てもらい、パフォーマンスアートなどの発表を行います。
※実施団体…canawell（カナウェル）
せせらぎ館をまちの広場に事業
　夏休み二ケ領せせらぎ館教室、河童の川流れ、多摩川秋の
収穫祭など、多摩川を親しむ体験型のイベントを開催します。
※実施団体…多摩川エコミュージアム

　子どもと同じ年齢のクラスで、園児と一
緒に遊べる体験保育を実施しています。
　園庭でボールあそび、お部屋で歌やダン
スなどを楽しみます。育児に関する相談も
行っています。
日時　月～金の午前中　
対象者　就学前の子どもと保護者

各園に直接電話。日程調整を行います
区役所保育所等・地域連携☎９３５-３１７７ 935-３２７６

保育園名  
土渕保育園 ☎933‒8942
菅保育園 ☎945‒5109

生田保育園 ☎966‒2502
南生田保育園 ☎954‒7575

「体験保育」しませんか？

混雑状況

講座名 曜日など
食生活講座 木 午前

男性料理教室 金 午前
男性料理教室 火 午前

料理講座（全4回）

講座名 曜日など
書道 月 午前

やさしいヨガ 火 午後
絵手紙 水 午前

社交ダンス 水 午前
カラオケ 水 午後

歌謡フラダンス 木 午後
手芸　～小物作り～ 木 午後
楽しく歌いましょう 金 午後

太極拳 金 午前

一般講座（全8回、1人2講座まで）

昨年の作品

素敵な押し花額作り
　何年も変色しない不思議な押し花額を作ります。
日時　8月5日㈯13時半～15時　費用　2,000円　
場所　市緑化センター　対象・定員　30人

7月22日（必着）までに往復ハガキに、氏名、住所、
年齢、電話番号を記入し〒214-0021多摩区宿河原6-
14-1市緑化センター☎911-2177 922-5599。［抽選］

相川郁子 上田朝子

　お昼のひとときに、誰でも楽しめるコンサート。
日時　７月１９日㈬12時～12時40分　
場所　区役所１階アトリウム
出演　アンサンブル・イレーヌ（トラヴェル
         ソ：相川郁子、リュート：上田朝子）
曲目　J.M.オトテール 組曲第3番ト長調
　　  Op. 2-3ほか


