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7
「たまくde AR！」を実施中
　登戸・向ヶ丘遊園のまちや施
設のＡＲスポットでＡＲコンテ
ンツが楽しめます。サンプルの

ＱＲコードで試してみま
せんか。

区役所企画課
☎935-3136 935-3391

写真
NEWS

ソーシャルデザインセンターの開設に向けた多摩区フォーラム

　区では、ゴーヤーによる緑のカー
テンを作っています。強い日差し
を遮り、涼しく快適に過ごせる上
に、節電効果もあります。

みんなでチャレンジ「ソーラーカー工作」

身近な自然素材を使って作品作り

(金)

８
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　区では、小学生に人気のエコフェスタなど、さまざまな取り組みを通して、家庭でも気軽
にできるエコライフの提案をしています。毎日の生活でできることから始めてみませんか。

　3月に策定した「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基
づき、区では、地域のさまざまな新しい活動や価値を生み出していく

「ソーシャルデザインセンター」の開設に向けた検討を進めています。
　4月に区民の皆さんを中心とした検討会を立ち上げ、現在約30人の
委員とともに区としての望ましい開設案を検討しており、7月中旬に
は案の中間とりまとめを行います。
　この開設案について、広く皆さんからご意見を伺うためのフォーラ
ムを開催します。
日時　7月28日㈰13時半～16時半
場所　区役所11階レストラン　他

内容　
・基本的考え方及び
 中間とりまとめの説明　
・グループトークによる意見交換
・ゲストトーク
（NPO法人大森まちづくりカフェ 蔵方博史氏）
定員　70人程度（保育有り、申込時に要予約）
対象　区内在住・在勤・在学の人、区内で地域
活動を行っている人、これから行いたいと
思っている人

７月18日までに、氏名（フリガナ）、年齢、住所、電話・FAX番号、メールアドレス、
主な地域活動歴(なしでも可)を記入し、直接、FAX、メールで［抽選］

区役所企画課☎935-3147 935-3391
71kikaku@city.kawasaki.jp

多摩区
エコフェスタ

夏休み！

緑のカーテン大作戦使用済みてんぷら油を回収していますクールシェアルーム

検索かわさきかえるプロジェクト　油

皆さんのご意見をお寄せください

　主に小学生を対象に、体験型の楽しいプログラムが盛りだくさんのイベントです。
夏休みの自由研究にもいかがでしょうか。
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(予定)　・緑のカーテンから収穫したゴーヤーを使った料理教室
　　　　　　・二酸化炭素としゃぼん玉を使った実験
　　　　　　・ガス廃管を利用した万華鏡づくり　他
※事前申し込みが必要なプログラムがあります。プログラムや申し込み
方法などの詳細は

区役所企画課☎935-3147 935-3391
検索夏休み！多摩区エコフェスタ

区役所企画課
☎935-3147 935-3391

　地域での省エネや節電のため、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。読書や自
習などにご利用ください。
期間　8月2日㈮～14日㈬9時～17時
場所　多摩市民館　市民ギャラリー

（区総合庁舎２階）
対象・定員　中学生以上の市民（保護
者同伴の場合は小学生以下の利用も
可）28席。当日直接

多摩市民館
☎935-3333 935-3398

　回収された油は、リサイクル石けん
「きなりっこ」やバイオディーゼル燃料
にリサイクルされています。廃油系循
環のしくみを区で進めましょう。
場所　区役所、生田出張所、区道路
公園センター　
日時　第3水曜9時～12時
※第3水曜が閉庁日（祝日など）の場合は回収 
しません。上記以外の回収場所・日時の詳細は

かわさきかえるプロジェクト☎854-3713
区役所企画課☎935-3147 935-3391

人や団体・企業、地域のさまざまな資源・活
動をつなぐコーディネートなどを行い、ま
ちにちょっと新しい何かを生み出します。

石けん工場から川
崎のエコロジーを
カンガエル
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　市民活動団体の提案から、選定したものを事業として実施します。詳
細は区HPで。
〇多摩区障がい児の為の夢を叶えるチャレンジ教室事業
　�　即興パフォーマンスアートやダンス
パフォーマンスなどの発表を行います。
　※実施団体・・・ピッカ
〇登戸まちなか遊縁地事業
　�　登戸土地区画整理事業区域内で、登戸まちなか
遊縁地を行います。
　※実施団体・・・登戸まちなか遊縁地実行委員会
区役所企画課☎935-3147 935-3391

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

FAX、HPで。［先着順］

多摩図書館
〒214-8570多摩区登戸1775-1
� ☎935-3400 935-3399

ふるさとなんでも相談会
　 ８月３日㈯13時～16時、４日㈰
10時～12時、13時～16時 同館整
理室 小学生以上20人 7月15日～
31日に直接か郵送で。

建設緑政局河川課
〒210-0007川崎区駅前本町12-1

☎200-2906 200-7703

平瀬川支川・二ヶ領本川に危機管理
型水位計が設置されました
　洪水時に注意を要する箇所に、県が
危機管理型水位計を設置しました。大
雨の際は、県HPで水位を確認し、市か
ら発表される避難に関する情報に留意
して、早めの行動をお願いします。詳
細は、

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

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5日～12月
5日の木曜、10時～12時、全13回
多摩市民館 区在住の9月5日時点で
２～４歳の就園前の子どもとその保護
者16組 2,000円程度 7月31日（消
印有効）までに往復ハガキで。［抽選］
川崎・多摩を知る講座「川崎、再発
見！３」公開講座
　川崎を通る南武線誕生の歴史を描
いた『南武線誕生物語』のＤＶＤを上
映します。 9月８日㈰13時半～16
時半 多摩市民館 関心のある150
人 ８月14日10時から直接か電話、

県横浜川崎治水事務所川崎治水セン
ター工務課☎932-7190 932-8259

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

]後期講座募集
◎�一般講座【全8回、1人2講座まで】　　
教材費は実費
講座名 曜日 時間 定員

パステルアート 月曜 午前 18人
やさしいヨガ 火曜 午後 25人
切り絵 火曜 午後 18人
フォークダンス 火曜 午前 40人
手芸～布小物作り～ 木曜 午後 18人
民謡で健康に！
～一緒に歌おう～ 木曜 午後 30人
楽しく歌いましょう 金曜 午後 70人
太極拳 金曜 午前 40人
ハッピー手話ソング 金曜 午後 30人

※会場は区役所1階歯科相談室。車での来場はご遠慮ください

健診案内 区役所地域支援課 935-3276
（電話受付時間は8時半～12時、13時～17時）

◎料理講座【全4回】
食材費は実費
講座名 曜日 時間 定員

食生活講座 第2木曜 午前 16人
食生活講座 第4金曜 午前 16人
男性料理教室 第3水曜 午前 16人
男性料理教室 第1金曜 午前 16人

◎健康増進講座（ロコモン体操）
講師：飯田慶子氏【全10回、第2、4
火曜14時～15時半、30人】
　運動器（骨・筋肉・関節）の健康寿命
を伸ばすための、正しい姿勢と動きの
トレーニング
　 10月～2月 60歳以上の初心者
7月22日から8月24日までに本人が

返信用の82円切手を持参し直接。［抽
選］

健診名 日程 受付時間 対象・内容など ［先着順］

1歳児
歯科健診

8月1日�
㈭ 9時～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30人

7月16日から
電話で
☎935-3117

「磨けば光る多摩事業」が
決定しました！

狛江・多摩川花火大会
（川崎市後援）

　場所取りすることなく、ゆっくり花火をご覧い
ただける有料席（川崎側・狛江側）があります。
開催日時　８月７日㈬18時半～20時20分
　　　　　※荒天中止
打上場所　�狛江市多摩川緑地公園グランド
　　　　　花火打ち上げ発数:5,000発
　詳細はお問い合わせください。
狛江市観光協会☎03-3430-1111
03-3430-6870

検索神奈川県　危機管理型水位計

令和元年度

令和元年第９回たま音楽祭の
出演者募集！

　多摩市民館大ホールなどで開催する「たま音楽祭」の出演
者を募集します。出演者のジャンルは問いません。

募集対象　アマチュアのミュージシャン、パフォーマーなど20組程度
実施日時　12月７日㈯13時～17時（予定）
応募要件　❶～❸の条件を満たすこと
❶区または近郊に在住・在学・在勤などで音楽の活動実績があること。
❷事前の広報活動や、当日の受け付け、会場案内など運営業務に協力で
きること。
❸当日リハーサルから終演まで参加できること。
８月９日（当日消印有効）までに、専用の応募用紙に必要事項を記入し、

出演者全員が写っている写真２枚と演奏内容がわかる映像を添付して、直接
か郵送で〒214-8570区役所地域振
興課☎935-3131 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で配布してい
ます。区HPからもダウンロードできま
す。

パサージュ・たま
　障害に関する啓発のため、作品やお菓子の展示・販売などを行います。
日時　❶９月３日㈫　❷10月24日㈭　いずれも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課☎935-3228 935-3276

参議院議員通常選挙
期日前投票所のお知らせ

　仕事やレジャーなどで選挙当日に投票所へ行けない人は、公示日翌日
から開設する期日前投票所（多摩区役所・生田出張所仮庁舎）をご利用くだ
さい。
期間　公示日翌日～投票日前日
時間　８時半～20時
　詳細は、選挙時に送付する案内をご覧ください。
区選挙管理委員会☎935-3128 935-3391

展示会名 期間 内容

押し花展（室内） ７月23日～
�8月10日

四季折々の花を使って風景などさま
ざまな作品を作り上げる押し花アー
トを展示します。

食虫植物展 ７月23日～
�8月11日

虫を捕まえて消化する食虫植物。さ
まざまな食虫植物を展示します。

緑化センター７月の展示会情報

緑化センター８月の講習会情報

申込期限(必着)までに往復ハガキで〒214-0021多摩区宿河原6-14-1
市緑化センター☎911-2177 922-5599�［抽選］

講座名 日時 定員 費用 申込期限
不思議な花倶楽部の押
し花作りと絵額作り

2日㈮
13時半～15時 30人 2,200円 7月18日㈭

第25回
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