21万3,738人

84

10万4,470世帯

自然、芸術、文化に触れる
イベントです
食べ物・東北応援のお店も

生田緑地
http://summermuseum.blog.fc2.com/

日時 8月4日(日)9時〜20時半、
荒天中止 場所 生田緑地(中央広場)
a生田緑地東口ビジターセンター1933−2300、6933−2055。※詳細はお問い合わせください

【主なプログラム(雨天の場合は縮小実施)】
納涼民家園（9時半〜18時）
打ち水・蚊帳体験など。
入
（11時〜18時）
園料500円。
※浴衣
・
甚平の
爽やかな緑に囲まれて行う
コンサートです。出演：ジュ 人は入園無料
ー シィ・フ ル ー ツ（ 写 真 ）、 a 日本民家園1922−2181、
6934−8652
masa2sets他
a 生田緑地東口ビジターセ 親子エコ体験教室
ンター1933−2300、6933− （10時〜15時)
エコバッグ作りやごみ分別
2055
ゲームなど
a稲田多摩川観光協会
16922−6543
生田緑地フォレストステージ

川崎フロンターレ
「夏休み親子体験会」
(10時〜15時)
サッカー、
ゴルフ体験など
a 川崎フロンターレ後援会
1739−6070、
6722−9432

ゴルフ場開放（9時〜16時）
普段は入れないゴルフ場で芝すべり、
ふれあい
動物園、
スナッグゴルフなどで遊びます
a川崎国際生田緑地ゴルフ場1934−0015、6933−5612

セミの抜け殻を調べよう（13時〜15時）
星を見る夕べ（19時半〜20時半）
そら

aかわさき宙と緑の科学館1922−4731、6934−8659

木こり体験「丸太切り」
（10時〜15時)
夏の思い出を作ってみよう！
（10時〜15時）
ネーチャークラフトなどが体験できます
a生田緑地運営共同事業体16933−2063

「巨大TARO塗り絵に挑戦！」
（12時〜14時）
東日本大震災復興支援活動「ハートマークビューイング」
（14
時〜16時）も行います
入館料800円（中学生以下無料）
a岡本太郎美術館1900−9898、6900−9966

民家園通り商店会夏まつり
老若男女が楽しめるお祭りで
す。様々な催しがあります。こ
としは、
7月20日(土)に開催します。

祝 第40
第40回記念
40回記念

たまアトリウムコンサート
今回は、会場も時間もスケール
アップしてお届けします。
日時 8月14日（水）13時〜14時40
分（開場12時半）
場所 多摩市民館2階大ホール
定員 当日先着900人
出演 （ 写 真 上 左 から ）内 藤 晃
(ピアノ) 、安 嶋 健 太 郎 (ピアノ) 、
榎本真美（ソプラノ）、児玉和広（テ
ノール）、江川真理子（ピアノ）

はつらつ健康教室
区運動普及推進員によるイベントです。
日時・場所 7月19日（金）10時〜11時半（受
け付け9時45分〜）
、生田緑地中央広場、
雨天時は保健福祉センター講堂
子どもから大人まで楽しめる夏の
※飲み物、
タオル、帽子、手拭いを持参
a 区役所地域保健福祉課1935−3294、 イベントを紹介します。ぜひ参加して、
楽しい思い出をつくりませんか。
6935−3276。※会場へ直接

a区役所地域振興課1935−3148、
6935−3391
そら

楽しく水鉄砲

多摩区いきいき体操〜区民の健康づくりを推進します〜
登戸･
中野島
方面
堰･
宿河原
方面
生田･
長沢
方面

場所
さくらホール
中野島こども文化センター
登戸いこいの家
多摩老人福祉センター
多摩新町自治会館
メゾンドール多摩川集会所
宿河原東住宅集会所
長尾こども文化センター
錦が丘いこいの家
長沢自治会館
三田こども文化センター
寺尾台コミュニティーセンター

決定しました

『磨けば光る
多摩事業』

日時
場所
日時
毎週月曜、13時半〜
毎週月曜、10時〜
枡形･ おしぬま自治会館
生田緑地 枡形いこいの家
11時20分
毎週月曜、10時〜、
毎週月曜、9時半〜
方面 生田住宅集会所
毎週木曜、10時〜
毎週木曜、13時半〜
毎週金曜、9時半〜
菅住宅集会所
毎週火曜、9時半〜、10時半〜
毎週火曜、9時半〜（7〜9月は9時15分〜）
仙谷
（小嶋宅）
毎週金曜、10時〜
菅方面 ふじのき台団地集会所 毎週水曜、10時〜
5･10･15･20･25･30日、10時〜
毎週木曜、13時半〜
南菅いこいの家
毎週月曜、10時〜
第1･2･4火曜、9時半〜
菅いこいの家
毎週火曜、10時〜
30分程度、音楽に合わせて全身を曲げ伸ばしします。
第1･3土曜、第2火曜、10時〜 ※会場へ直接。飲み物、バスタオルを持参してください
毎週火曜、9時半〜
※会場によって休みの場合がありますので、実施の有無を
毎週火曜、10時〜
確認してください
a区役所地域保健福祉課1935−3294、6935−3276
第1･3木曜、13時半〜

磨けば光る多摩事業とは、地域課題の解決や、安全で安心・潤いのある暮らしの実現に向け
て、市民活動団体が自主的、主体的に実施する公益性の高い活動提案を募集し、選定されたも
のを区の事業として委託しているものです。今回は次の3つの事業が選ばれました。
a区役所企画課1935−3147、6935−3391

私のエコ、みんなのエコ

夏休 企画！
夏休み企画

〜地域のエネルギー資源循環を学んでみよう〜

エコバスに乗って、明治大学黒
川農場や柿生水力発電所などを
見学します。
日時 8月2日（金）9時〜13時
集合場所 区役所アトリウム
定員・費用 20人、
400円（資料代他）
sa 7月16日9時から電話でかわ
さきか えるプロジェクト事 務 局
1854−3711、
6852−0680。
［先着順］

使用済みてんぷら油を原料とし
たバイオディーゼル燃料で走るエ
コバスに乗り、自然エネルギー施
設を見学します。エコでつながる
フォーラムや交流会も開催します。
提案団体…かわさきかえるプロジ
ェクト

地域コミュニティー活性化による
子育て支援公園カフェ事業
公園の遊び場にカフェを設けま
す。お茶や昔遊びでさまざまな世
代の人と人が交流し、安心感、生き
がいなどを育み、子育てしやすい
まちを目指します。
提案団体…多摩区でプレーパーク
をやっちゃおう会

〈区版〉は区の情報を中心に掲載しています。

あいじえん「宙」からの
コンサート
ラテンミュージックを届けます。
日時 9月7日（土）14時〜16時半
（開場13時半）
場所 星の子愛児園3階ホール
（JR線稲田堤駅徒歩2分）
定員 80人
料金 大人500円、
子ども300円（小
学5年生以上)
出演 どんでどん
sa 7月22日から直接か電話で地
域子育て支援センター星の子愛
児園「宙」1944−1515、
6944−1533。
［先着順］
そら

花・音楽などによる
協働まちづくり
読売ランド前駅周辺で、駅前空
間を飾るフラワーバスケットワー
クショップの開催、商店街街路灯
へのフラッグの掲示、駅前コンサ
ートの開催などのまちづくりプロ
ジェクトを行います。人と人とのつ
ながりを深め、地域の魅力を向上
させることで、楽しく住みやすいま
ちづくりを進めます。
提案団体…読売ランド前駅周辺ま
ちづくりプロジェクト

【第1回】生田緑地マネジメント会議
今月から、区の人気スポットである生田緑地についての連載がスタートし
ます。今後さまざまな情報をお届けしていきます。
第１回は、
「生田緑地マネジメント会議」につい
てです。この会議は、3月に設立され、市民団体、町
内会・自治会、商店街、大学、行政など49団体が参
加しています。生田緑地の豊かな自然を守り、誰も
が楽しめる場となるように、魅力をもっと知っても
らえるように、
さまざまな取り組みを進めていきます。 熱い議論が繰り広げられます
a生田緑地整備事務所1934−8577、6934−8578

しっかり守ろう!! 飼い犬のルール
飼い犬のル
犬のルール
み

散歩する時は、犬を飼うための
ルールを守って、周りの人に迷惑
を掛けないようにしましょう。
q道路や公園をきれいに
●ふんは持ち帰り、尿は、携帯し
た水で流すなど適切に処理しま
しょう。
●自宅で排せつを済ませるように
習慣づけましょう。
●公園の水飲み場の水を与えると
きは、容器にくみましょう。
w放し飼い・ノーリードはやめよう
●散歩（運動）は、必ず引き綱（リー
ド）を付けて行いましょう。
●首輪やリードは毎回点検し、制御
が可能
鑑 札と 注 射 済 票 を
な頭数
犬 に付 けましょう
と方 法
狂犬病予防注射済
平成25年度
で散歩
第○○○○○号
川崎市
させま 犬の登録と年1回の狂犬病予防注射は
しょう。 飼い主の義務です（狂犬病予防法）
a区役所衛生課
1935−3310、6935−3394

「知る」
「視る」
「考える」による
体験型連続講座です。
日時 7月31日（水）18時半〜21時
場所 区役所10階会議室
定員 50人
テーマ 孫に好かれるシニアにな
ろう〜「安心して子育てできるま
ち多摩」をめざして〜
講師 有北いくこ（ままとんきっ
ず理事長）
、稲田光世（多摩区子ど
もの外遊び委員会委員長）
、池野廣
（月見台まちづくり委員会委員長）
他
※第2回（8月）は団体の活動現場
を視るフィールドワーク、第3回
（9月7日）はワークショップ、講
演会（講師：土渕保育園園長）を
開催
s7月16日から直接か電話で区役
所 地 域 振 興 課 1 935−3148、 6
935−3391。［先着順］

3294

■

▼ プロに教わる！夏野菜たっぷりギョ
ーザ教室〜野菜嫌いを克服しよう〜

■25年度後期講座（10月〜26年3月）
一般講座（1人2講座まで）
講座名

定員

曜日･時間

ペン習字 20人

月曜･9時半〜
11時半

川柳

月曜･13時〜
15時

15人

回数

▼ 子育て世代＆働き盛りの運動
体験講座「リンパマッサージ」

やさしい
火曜･13時〜
25人
ヨガ
14時半
デジカメ
火曜･13時半〜
15人
入門
15時半
初めての
水曜･10時〜
40人
ラウンドダンス
12時
カラオケ 40人

木曜･13時半〜
15時半

布小物
作り

18人

木曜･13時半〜
15時半

太極拳

30人

金曜･10時〜
12時

区の料理店の店主が教えます。
8月21日（水）9時半〜13時。区役所
保健福祉センター栄養室で。区内
在住の小学生と保護者12組24人。
材料費実費。エプロン、三角巾、
布巾、タオルを持参。s7月17日
9時から直接か電話で。
［先着順］

8回

楽しく歌い
金曜･13時半〜
70人
ましょう
15時半

市内在住の60歳以上。教材費
実費。s7月24日〜8月30日に80
円切手を持参し直接。
［抽選］

自宅でもできる健康のためのマ
ッサージです。7月25日（木）10時
〜11時半。区役所保健福祉セン
ター講堂で。20〜40代の15人。
飲み物、タオル持参。保育は要相
談。 s7月16日から電話で。［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
作りをする講座です。9月5日〜
12月5日の木曜（10月17日、24日、
31日、11月28日は除く）、10月27
日（日）、10時〜12時、全11回。多

来て見て実感!!多摩区魅力アップ 出品者

アイデアコンテスト

募集

区内には、生田緑地など魅力
的な見どころがたくさんありま
す。より多くの人に多摩区に来
てもらい、まちを活性化させる
ための観光の取り組みやアイデ
アを募集します。優秀作品は表
彰し、副賞もあります。
応募方法 qハガキ部門…面白
いと思う場所・アイデアをハガ
キに文章や絵で記述 wA3部門
…観光活性化のための企画を
A3用紙（4枚まで）に文章やイ

メージスケッチなどで記述
応募対象 q誰でも応募可能
w高校生以上
s7月15日〜10月11日（消印有
効)に住所、氏名、年齢、電話
番号を記入し郵送で〒164−0001
東京都中野区中野3−43−17−403
コンテスト事務局まで
※ wは区役所などで配布する
提出票も添えてください
※詳細は区ホームページをご
覧ください
a区 役 所 地 域 振 興 課 1 935−
3132、6935−3391。［選考］
も 支 援 室 1 935−3261、6 935−
3119。［抽選］

は ぐ く み

保育付きの子育て講座や子ども
と一緒に体操を行います。
日時 8月28日（水）、9月11日（水）、
21日（土）、25日（水）、30日（月）、10月
7日（月）10時〜12時、全6回
場所 長尾こども文化センター
対象 区内在住の保育園・幼稚園
に通っていない2〜3歳の子ども
と保護者20組40人
費用 300円（保険料他）
sa 7月31日（消印有効）までに
往復ハガキに住所、氏名（子ども
と保護者）、電話番号、「子育て塾
Hug組」、子どもの生年月日、性
別、子育てについて心配なことを
記入し〒214−8570多摩区役所こど
摩市民館で。2〜3歳の子どもと
保護者15組30人。保育保険料な
ど1,500円。講師：小宮路敏（元玉
川大学講師)。 s 7月31日（必着）
までに往復ハガキで。
［抽選］

B
Bたまたま子育てまつり
ボランティア募集
子育てをしている保護者を地域
で支え、より良い環境を作ってい
くために、各種団体、企業、商店
などと行政が協働で開催するイベ
ントを手伝います。9月14日（土）
9時半〜15時…事前説明、会場設
営など。9月15日（日）8時45分〜
17時…イベント運営（来場者整
理、スタンプラリー補助など）。

パサージュ・たま事業
障害に関する展示など。
日時 7月18日（木）10時〜14時
場所 区役所1階アトリウム
a区役所地域保健福祉課 1 935
−3267、6935−3276

◆活動日時◆
7月20日（土）9時半〜昼ごろ
雨天時27日（土）
日向山の森(東生田緑地)
集合場所：頂上広場
a日向山うるわし会事務局(石郷岡)
1944−1941
区役所地域振興課
1935−3131、6935−3391

両日とも昼食付き。s8月30日ま
でに電話で。［選考］

B 地域住民懇談会
日時
場所
7月20日（土）
宿河原会館
19時〜

保育
無

8月5日（月） 生田出張所
3階大会議室
14時〜

有

8月19日（月）
中野島会館
11時〜

無

8月21日（水）
菅会館3階
10時〜

有

8月30日（金） 多摩市民館
10時〜
第1会議室

有

地域で必要な支え合いについて
意 見 交 換 を し ま す 。 各 日 30人 。
テーマ…qこうだったらいいなぁ
私の地域w私たちにもできる活動
を考える。s7月15日から直接か
電話で。［先着順］
6935−3276

日 程

受付時間

①9時〜
9時半
1 歳 児
8/1(木)
歯科健診
②9時半
〜10時

対象・内容など

sa

7月16日から
歯科健診と歯科相談。1歳 電話で区役所
3カ月未満で、歯が生えて 地域保健福祉課
1935−3117
いる乳幼児30人
［先着順］

※電話受付時間は8時半〜12時、13時〜17時15分。会場は保健福祉センター。
車での来場はご遠慮ください

