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区役所地域振興課☎935-3132検索

写真
NEWS

　ボランティ
アの地道な手
入れによって
支えられ、来
庁者の目を楽
しませてくれ
ています。

区役所前の
花壇

　区では、障害のある人もない人も認め合い共に暮ら
せるまちづくりを目指しています。見えない心の壁を取
り除く「心のバリアフリー」を進めていきましょう。

　ヨーロッパで生まれた頭脳プ
レーを生かすスポーツ。ボール
を投げたり転がしたりして、目標
に近づけてその得点を競います。
老若男女、障害の有無を問わず誰もが
楽しめるユニバーサルスポーツでパラリ
ンピックの正式種目でもあります。

　区内の福祉活動グループ、福祉に関心のある人たちが共に生きる地域
づくりを目指すお祭りです。

主なイベント
●神奈川フィルハーモニー管弦楽団員によるコンサート
●各種体験コーナー (点字、車いすスラロームなど)
●各福祉事業所などの展示・販売　●スタンプラリー
●ユニバーサルファッションショー
●起震車による地震体験(雨天中止)

場所　多摩市民館、区役所１階アトリウム
区役所生涯学習支援課☎935-3333 935-3398

多摩区社会福祉協議会☎935-5500 911-8119

プログラムの詳細は、

ボッチャ競技とは？

第18回
多摩ふれあいまつり

～バリアフリー わたしとあなたとこの街と～

検索多摩ふれあいまつり

　不慮の事故などの後遺症で高次脳機能障害
がある人を受け入れている、市内でも数少ない
事業所です。日中活動の場を提供し、ボッチャ、
料理などのリハビリ的な効果がある活動を行っ
ています。ボッチャの講師や体験イベントなどを
通じて地域に出向くことにも挑戦しています。

地域活動支援センターいっぽ舎　多摩区登戸
369 第一ふじたけマンション103☎ 299-8483

vol.8

　区内の福祉事業所など約10団体が、毎月１回（８月を除く）、障
害に関する展示、手芸作品・パン菓子などの販売を行っています。
次回の開催　７月10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

パサージュ・たま

ふれあいまつり ユニバーサルファッションショー

　毎回行列ができるパン工房「ア・レー
ズ」（運営:KFJ多摩はなみずき）のパン。
定番のメロンパンが人気！施設内でも
毎日販売しています(平日のみ)。

　かわさき名産品に認定された「はっ
ぴわーく」の生ジャムは手作り・無添
加・保存料なし！川崎産の素材を中心
に約10種類製造しています。

地上の
カーリング
とも

みんな違うけど
みんなおなじ

〜違いは個性、多様性は可能性〜 作品や
製品を通した

ふれあい

6/17(日)
10時～15時
(大ホールは
15時半まで)

区内で活躍する
活動団体を
紹介します

地域活動支援センターいっぽ舎
（運営団体：NPO法人いっぽいっぽ）

～What’s Boccia?～

注目！
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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

て、園庭や部屋で体操や手遊び、製
作などを体験できます。育児に関す
る相談も。 月～金曜の午前中 公
立保育園３園（土渕・菅・生田） 就学
前の子どもと保護者 各園に電話

で。土渕☎︎933-
8942、菅☎︎945-
5109、 生田☎︎
966-2502。

区役所総務課
☎︎935-3128 935-3391

  住宅・土地統計調査の調査員を  
募集

　住宅や土地の統計資料の作成に必
要な調査を行う調査員を募集します。
内容:❶説明会に出席❷調査対象世
帯への調査票の配布・回収❸建物調
査票などの書類に調査内容を記入。
報酬:4万円程度(担当区域により異な
ります)。 8月下旬～10月中旬

日㈬13時半～15時半 同センター3
階ホール 150人 6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Ⅰ
　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。 7月8日㈰9時～12時 多
摩消防署 30人 800円。受講者に
は修了証を交付 6月18日9時から電
話かFAXで。［先着順］

申し込み方法は市版 5面参照

多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

 ☎︎935-3333 935-3398

 「ちっちゃい演劇フェスティバル
Vol.10」参加者募集

　演劇や朗読などの表現活動を行っ
ている団体・個人の活動発表と交流。

12月9日㈰13時～16時半。団体
数によっては8日㈯も開催 多摩市
民館 7月21日（消印有効）までに市
民館などで配布する申込書に記入し
直接か郵送で。［選考］

区役所保育所等・地域連携
☎︎935-3177 935-3276

  「体験保育」しませんか？
　同じ年齢のクラスの活動に参加し

10人程度 6月29日までに電話で。
［選考］

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

  25周年記念終活講演会
　「人は“命”だけでは生きられない」

　自分は必要とされていないと感じた
10代の頃、社会に反発し、荒れた体
験を持つ佐々木炎

ほのお

氏(ホッとスペース
中原代表)を迎え、後悔しないように
生きるための提言をします。 7月11

※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

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

7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

6月18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）

　今回のカフェに使用さ
れる古民家は、明治時
代後期から22年の歳月
をかけて建築され、 昭
和20年代には料亭とし
て使われていたことも。
窓ガラス越しの風景を楽
しみながらコーヒーやお
茶、お菓子をご堪能くだ
さい。
営業日時　7月１日まで
の金曜13時～16時半　土日祝日11時～16時半（ラストオーダー16時）
※入園料が別途必要。65歳以上の市民は無料（かわさき福寿手帳の提示が
必要） 日本民家園☎︎922-2181 934-8652

　いこいの家で専門指導員による体操とミニ講座を行っています。
楽しく健康づくりをしませんか。当日直接会場へお越しください。

　地域でみとる在宅医療・介護にどう取り組むか、「チーム・たま」（医療、介護、
福祉等に係る多職種ネットワーク）と共に考えます。
日時　7月2日㈪13時半～16時（開場13時）　場所・定員　多摩
市民館大ホール、700人　講演　「生かせいのち～人生の意義
を考える」　講師　橋本 真

しんにん

人氏（高野山真言宗医王寺住職）　
区役所地域ケア推進担当☎︎935-3241 935-3276

　夏には働きバチが増え
て巣が大きくなります。
今のうちに巣を作りやす
い場所を知り、事故のな
いようにしましょう。

※生活に支障がない場所であれば見守ることも一つの方法です
※区では駆除方法の相談と防護服の貸し出しをしています

区役所衛生課☎︎935-3310 935-3394

　里山ボランティアで爽快な汗を流しませんか。
日時　❶6月17日㈰❷7月7日㈯❸7月21日㈯❹8月4日㈯、い
ずれも9時半～昼ごろ
場所　日向山の森(東生田緑地)
集合　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)

対象者　65歳以上で、医師から運動を禁止されていない人、要介
護１～５の認定を受けていない人、原則今まで参加したことがない人
利用期間　6カ月間
持ち物　タオル、飲み物、動きやすい服装
❶❷❺❻❼は川崎YMCA☎︎932-2031

❸❹は明治スポーツプラザ☎︎540-1082
区役所地域支援担当☎︎935-3294 935-3276

会場 曜日 　　　時間
❶ 南菅 火曜 午後1時半～3時
❷ 菅 水曜 午後1時半～3時
❸ 錦ケ丘 金曜 午前10時～11時半
❹ 枡形 水曜 午前10時～11時半
❺ 長尾 火曜 午前10時～11時半
❻ 中野島 木曜 午後1時半～3時
❼ 登戸 月曜 午前10時～11時半

　今回のテーマは「雨降りの6月に弦楽三昧でほっと一息」です。
日時　６月20日㈬12時～12時40分
場所　区役所１階アトリウム　
出演　丹沢広樹（バイオリン）、
　　　村上曜（チェロ）
曲目　バッハ「インヴェンション」より 他

区役所地域振興課☎︎935-3141 935-3391

★室外機

★
通気口

戸袋

★

樹洞

★

垣根

★

軒下、屋根裏、壁内★

古民家カフェ「陣屋荘」
～歴史ある古民家でくつろぐひと時～

いこい元気広場
第7回 チーム・たま市民公開講座

「終の住処、あなたなら何処に」

たまアトリウムコンサート第58回

市民健康の森 活動日時

見学も
大歓迎！

毎週
開催

ハチの巣に
ご用心！！

巣を作りやすい場所  

日本民家園に
期間限定
オープン！
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