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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

民家園でお正月を遊ぼう
写真
NEWS12 　獅子舞や羽根突
き、コマ回しなど
日本らしいお正月
を楽しめます。着
物での来園者は入
場無料。1月4日㈭
9時半から。

日時　❶１月11日㈭❷２月６日㈫、10時～14時
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

　一斉放水、宿河原町会婦人ポンプ隊の操法演
技、長尾こども太鼓、稲田中学校吹奏楽部の演
奏、チアダンス部の演技などを行います。
日時　１月７日㈰10時～11時40分(小雨決行)
場所　稲田中学校
多摩消防署予防課☎933-0119 922-8161

　高齢者の交通事故が増加しており、全体の約３割を占めています。
中でも自転車乗車時の事故が急増しています。

　車の運転に不安を感じている高齢運転者やその家族か
らの相談を受け付けています。運転免許試験場や警察
にご相談ください。
多摩警察署☎ 922-0110

高齢者の事故
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「はい」の数が多いほど、被害に遭う可能性大！！

　今回は、お菓子や小物などを作る区内の
障害者施設・作業所が企業や学校などと連携
した取り組みを発表し、さまざまな団体を交
えて市長との意見交換を行います。
日時・場所　12月17日㈰15時～17時(開場14時半)
場所　区役所11階会議室
テーマ　「障害のある人もない人も認め合い共に暮らせる多摩区」
傍聴　当日先着50人
※�保育(事前申込制。12月15日正午まで)、手話通訳あり。詳細は問
い合わせるか市HPをご覧ください。また、当日の様子はインターネッ
トで動画配信します。市HP「市長の部屋」からアクセスしてください
サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900。区役所企

画課☎935-3147 935-3391

年末年始も
「安全・安心」に

区民車座集会市長と語る傍聴者募集

障害に関する展示、パンやお菓子などの販売
パサージュ・たま

多摩区消防出初式新春恒例

「はい」または「いいえ」でお答えください はい いいえ
１　自分は振り込め詐欺に関係ないと思っている
２　自分は詐欺の被害に遭わない自信がある 
３　振り込め詐欺は息子の名前をかたる犯罪だ
４　ＡＴＭで医療費や保険料の払い戻しができる
５　 警察から「操作に必要なのでキャッシュカードが

必要」と言われたら協力する

振り込め詐欺診断テストに挑戦

自宅の電話は留守番電話に設定し、犯人との接触を
避けましょう。電話でお金やカードの話があったら、
家族や警察に相談しましょう。

多摩警察署☎ 922-0110

振り込め詐欺に注意！高齢者の事故が増えています！

運転適性相談を実施しています

交通ルールを守ろう

　高齢者向け交通安全教室や落語による振り込め詐
欺防止講話などを行います。
日時　１月12日(金)14時～16時半ごろ（開場13時半）
場所・定員　多摩市民館大ホール、当日先着900人
区役所危機管理担当☎935-3135 935-3391 落語アイドル

田代沙織さん

多摩区いきいき安全・安心セミナー

区内の交通事故（１～10月）

★�歩　行…横断歩道ではない場所を横断
★�自転車…一時不停止や、車道の右側を通行

「自転車は車両である」ということを忘れずに、交通ルール
をしっかり守りましょう。

増加 急増！！

　歩行中や自転車乗車時の事故は、自身にも交通違反があったケース
が少なくありません。

危険
です！

○息子だけでなく、おいや孫のふりをしても騙
だ ま

します
○医療費や保険料の還付はATMではできません
○警察や役所がキャッシュカードを預かることはありません

被害総額（1月〜11月1日）多摩区内（33件）…約5,000万円 被害
増加中！

区役所危機管理担当
☎935-3135 935-3391

交通事故や犯罪から身を守るためには、日ごろからの対策が必要です。
交通安全・防犯に対する意識を高め、安全・安心な年末年始を過ごしましょう。
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パネルシアター『ともだちっていいな』
他。保護者も一緒に入れます。 12
月23日㈷10時半～11時10分 多摩
図書館整理室 ２歳くらいから。当日
直接。

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　

��ダンスパーティー
　 12月20日㈬❶13時20分～15
時(社交ダンス)❷15時～15時半(年
末一期一会合唱祭) 同センター３階
ホール 60歳以上 12月15日９時
から直接か電話で。［先着順］

市消防防災指導公社
 ☎366-2475 272-6699

��普通救命講習会
　心肺蘇生法や自動体外式除細動器
(AED)の取り扱い方法などの講義と実
習。 １月15日㈪13時半～16時半
多摩消防署 30人 800円。受講者
に修了証を交付 １月４日９時から電話
かFAXで。［先着順］

多摩市民館
☎935-3333 935-3398

�多摩ふれあいまつり実行委員募集
　6月17日㈰開催の「多摩ふれあいま
つり」の実行委員を募集します。企画や
当日の運営など、一緒に祭りを盛り上
げませんか。 毎月第２木曜、18時か
ら 多摩市民館 高校生以上 １
月31日までに電話かFAXで区社会福
祉協議会☎935-5500 911-8119。

市緑化センター
〒214-0021多摩区宿河原6-14-1

 ☎911-2177 922-5599　

��サクラソウの育て方と鉢植え
　江戸時代から受け継がれたサクラ
ソウの鉢作りを学びます。 1月24日

㈬13時半～15時 同センター 30
人 700円 1月10日(必着)までに往
復ハガキで市緑化センター講習会係。

［抽選］

区役所地域支援担当
 ☎935-3264 935-3276

�こんにちは赤ちゃん�
訪問員養成研修会

　乳児のいる家庭が安心して子育て
できるよう、赤ちゃんが生まれた家庭
を訪問する活動について学びます。
１月22日㈪13時半～16時 保健福
祉センター１階講堂 民生委員児童委
員、主任児童委員、子育てボランティ
ア、子育てグループリーダーなど子育
て支援活動経験者 12月15日から直
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

1月
18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

12月18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）

～神奈川県からのお知らせ～

がけ崩れのおそれのある斜面を調査します

犬・猫の適正飼養セミナー
「老齢ペットとの楽しい暮らし
～ペットの高齢化社会に向けて～」

　「ケガと弁当は自分持ち」の精神で、
木の実・落ち葉で工作、泥んこ遊びな
ど親子で楽しく遊べる場所です。
日時　12月16日㈯10時～14時　
　　　※雨天中止
場所　生田小学校下校庭（生田７－16－１）　※駐車場はありません

こどもの外遊び交流委員会事務局（区役所地域ケア推進担当内）
☎935-3228 935-3276

❶多摩区役所生田出張所建替基本計画（案）❷区役所と支所・出張所等の
機能再編実施方針改定版（素案）
日時　 12月17日㈰❶10時～11時❷11時～

12時※どちらか一方のみの参加も可
場所　区役所6階会議室
定員　当日先着70人

市民文化局区政推進課
☎200-2309 200-3800 25kusei@city.kawasaki.jp

区役所衛生課☎935-3310 935-3394

　土砂災害防止法に基づき、区内のがけ崩れのお
それのある斜面を土砂災害特別警戒区域に指定する
ため、２月から調査（現地調査・測量）を開始します。
対象となる土地所有者などの皆さんには別途通知し
ます。詳細は　

神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター
工務課急傾斜地公園班☎932-7193 932-8259

　多摩区・麻生区でも七福神めぐりができます。
その名も「武州稲毛七福神」。ガイドが案内します。
日時　１月３日㈬８時45分～16時ごろ
　　　雨天決行
集合場所　JR登戸駅改札口 ※解散は百合ケ丘駅
定員・料金　30人、1,000円、昼食各自、御朱
印希望者は別料金

12月15日(必着)までに、往復ハガキに参加
者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入し、〒214-8570
多摩区登戸1775-1区観光協会事務局(区役所地域振興課内)☎935-
3132 935-3391。［抽選］

　ペットとできるだけ長く快適に、楽しく
過ごすポイントを学びましょう。
日時・場所　  １月27日㈯14時～15時半(開

場13時半)、区役所１階講堂
講師　水越 美奈氏（日本獣医生命科学大学准教授）
定員　50人

12月15日から電話かFAX（FAXの場合は、セミナー名、参加者氏名、
電話番号を記入）で区役所衛生課☎935-3306 935-3394。［先着順］

生田緑地東口ビジターセンター
☎933-2300 933-2055

��生田緑地からの�
�クリスマスプレゼント

　タイルクラフト、三色パステルアー
ト、絵本の読み聞かせなど、小さな
子どもも楽しめるクリスマスイベント
を開催します。 12月23日㈷11時
～15時 生田緑地東口ビジターセン
ター 一部有料。

多摩図書館
☎935-3400 935-3399

�冬のおはなし会
　絵本『サンタがきたらおこしてね』、

申し込み方法は市版 5面参照

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

検索川崎治水センター

お土産

つき！

武州稲毛七福神めぐり

生田出張所の建て替えなどについて説明します

６つの
対策

を予防
　しましょう！

１．予防接種…重症化を防ぐことができるとされている
２．手洗い・うがい…�石けんでしっかり手洗いし、アルコールで消毒。

うがいも有効

３．感染機会を減らす…不要な外出を控え、人混みを避ける
４．せきエチケット…�ティッシュなどで口と鼻を覆い、他の人から顔を

そらす。マスクの着用も大切

５．体調管理…バランスの良い食事と十分な睡眠をとる
６．環境管理…室内は温かくして、湿度は50～60％に保つ

思いっきり外遊び
in生田小学校下校庭


	1201_tama_P01
	1201_tama_P02

