
21 3,732� 人� 10 4,462世帯�万�万�

住民票などは、登戸行政サービスコーナー1933－3000、菅行政サービスコーナー1945－2730へ。平日7時半～19時、土日（祝日を除く）9時～17時�

生田緑地のバラ�

　苑内に約440種4,000株のバラ
が咲き誇ります。皇室などにちな
んだバラを集めた「ロイヤルコー
ナー」もあります。秋は10月11日
～11月4日（月曜休苑※祝の場合
は翌日休苑日）の22日間です。�

えん�

区民手づくりの音楽イベント
「たま音楽祭」の演奏出演者と企
画実施団体を募集します。出演者
のジャンルは問いません。また、
来場者向けに体験コーナーなどの
企画を実施してくれる団体･グル
ープも募集します。
内容 qアマチュアのミュージシ
ャン、パフォーマーなど10組程度w

来場者向けに体験コーナーなどの企
画ができる団体･グループ3組程度
日時 26年2月1日（土）13時～17
時（予定）
場所 多摩市民館（ホール除く）、
区総合庁舎内施設他
資格 ●区内在住、在学、在勤か、
活動実績があること●チラシやポ

スターの配布などの事前活動や、
当日の受付や会場案内など運営業
務に協力できること●終演17時
まで参加できること
募集 11月8日［消印有効］まで
saそれぞれ専用の応募用紙と、
qは出演者全員が写っている写真
1枚と、演奏内容が分かる映像か
音源wは活動の様子が分かる写真
1枚と、企画内容が分かる計画書
を直接か郵送で〒214－8570多摩区
役所地域振興課1935－3239、6

935－3391。［選考］。※応募用紙は
区役所、出張所、行政サービスコ
ーナーで配布中。区ホームページ
からダウンロードできます。12
月（予定）に説明会を開催。

生田緑地とその周辺の歴史や魅力を再発見するツアーです。
日時 11月30日（土）9時～12時。小雨決行
コース q生田緑地周辺に秘められた謎解きツアーw生
田緑地の紅葉を楽しみながら、時を旅する体感ツアー
集合場所 qwともに向ケ丘遊園駅
対象･定員 中学生以上、各コース20人
sa11月11日（必着）までにハガキに全員（1枚で2人まで）の氏名、代
表者の電話番号、希望コースを記入し〒214－8570多摩区役所地域振興課
1935－3132、6935－3391。［抽選］。※結果は当選者のみ代表者へ連絡

観光ガイドと歩くモニターツアー�

　区の一大イベント

「多摩区民祭」。舞台

での催し物、中央広

場での出店、展示な

ど。抽選会（先着

2,000人）もあります。

（右囲み記事参照）�

日時　10月19日（土）9時半～15時（荒天中止）�

場所　生田緑地�

※当日は大変混み合いますので、車での来場はご遠慮

ください�
a多摩区民祭実行委員会事務局（区役所地域振興課内）

1935－3133、6935－3391

★舞台公演（中央広場ステージ）�

★出店・展示（中央広場周辺）�

★骨董市（日本民家園）�

★抽選会　先着2,000人　�

　（岡本太郎美術館階段下スペース）�

★生田緑地内施設入場料の特別割引�

　・日本民家園…無料。・岡本太郎美術館…100円。�
　・かわさき宙と緑の科学館…プラネタリウム観覧
料無料。(特別プログラム)�

★パレード�

　・フラッグと演奏（専修大学吹奏楽研究会）�
　・多摩川音頭流し踊り（多摩区文化協会）�
★宿河原お囃子（お囃子保存会）�

★区内3大学のステージ出演、出店�

　（専修大学、明治大学、日本女子大学）�

★ミニ南武線試乗体験（川崎工科高校）�

★合掌の里「世界遺産・五箇山がやってくる！」�

★多摩区合唱コーラスのつどい（10月12日（土）、�

　多摩市民館ホール)

そら�

はや�し�

こっとう�

主なイベント�

�
　専門相談員が国の行政全般につ
いての意見や要望などを受けて、
問題解決のお手伝いをします。�
時間・場所　10時～15時、多摩区民
祭会場内特設テント�
a区役所地域振興課1935－3143、
6935－3391

�
　区民祭当日、家庭
で不要となった古
着類（汚れている物、
破れている物を除
く）を回収します。�
a多摩生活環境事業所1933－4111、
6934－8550

特設行政相談� 古着類を回収�

土� 盛り上がる舞台�

多くの人でにぎわう会場�
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

◆活動日時◆�

日向山の森（東生田緑地）�
集合場所 ： 頂上広場�

10月20日（日）9時半～昼ごろ�
雨天時27日（日）�

�

　お茶を飲みながら、まちで面白い活動をしている人
の話を聞き、自由に語り合い、交流しませんか。�
日時　11月11日（月）14時～16時（開場13時半）�
場所･定員　区役所11階1101会議室、当日先着40人�
内容　「世代間交流」をテーマに、ゲスト団体（NPO法人まめな人生、みた･
まちもりカフェ、たマザーもも倶楽部）の活動発表と交流�

a区役所地域振興課1935－3148、6935－3391

専修大学前川ゼミナールの協力の下、区内各地の見どこ
ろを巡りながら「謎」を解くミステリー仕立てのゲーム。
開催期間 9月28日～10月19日
参加方法 q区内の公共施設に掲示しているポスターにあ
るQRコードを携帯電話などで読み取る。またはw10月15日
（火）13時～17時に、区役所1階アトリウムで配布する冊子を使用する。
答えは10月19日に開催の多摩区民祭の会場にある多摩区観光推進協議
会のブースで確認します。
※詳しくは、区内の公共施設などで配布するちらし、ポスター、QRコ
ード（右上図）、区役所ホームページをご確認ください
a区役所地域振興課1935－3132、6935－3391

10月18日（金）から市内の郵便
局で、生田緑地マネジメント会
議と郵便局が共同で制作した切
手を販売します。区民祭の会場
でも販売。a生田緑地整備事務
所1934－8577、6934－8578

（1,500シート）�

お茶より熱い語らい

の出演者と
企画参加団体を募集

コレクションに加え
てみませんか

詳細はこちらから



▼はじめよう、口腔ケア

26年1月7日（火）～3月15日（土）、
各コース全10回。コース内容、
時間など詳細はお問い合わせくだ
さい。s12月9日21時半までに直
接か往復ハガキ（必着）で。［抽選］

市内在住の60歳以上。各日50
人。300円（資料代）。s10月15日
9時から直接か電話で。［先着順］

乳幼児健診などを手助けするボ
ランティアのための講習。2回の
講座と1回の健診ボランティア体
験。講座：①11月25日（月）13時半
～15時半②12月16日（月）9時半～
11時半。体験：2回の講座期間内
の産後健診など。区役所1階講堂
などで、20人。s10月15日から
直接か電話で。［先着順］

市民館でイベントや講座などの
運営にあたるボランティア養成講
座。11月7日～12月19日の木曜、
18時半～20時半（12月8日（日）の
み12時半～16時半）、全7回。多
摩市民館で。20人。s10月15日
10時から直接か電話で。［先着順］

科学技術、経済成長、環境保全
の現状を学ぶ講座。11月9日～26
年3月8日の土曜、14時～16時、
全10回。30人。期間中は映画上
映会も予定。s10月16日10時か
ら直接か電話で。［先着順］

子育て団体や講師を迎え、子ど
もと保護者の良好な関係について
考えます。11月1日～26年1月24
日の金曜、10時～12時、全10回。
市民館体育室他で。2歳児と保護
者12組。s10月18日10時から直
接か電話で。［先着順］

健康な口
こう

腔
くう

を保つための講座。
歯科医師の講話と歯科衛生士によ
る実習。10月31日（木）10時～11時
45分。区役所1階講堂で。区内在
住の40人。s10月15日から直接
か電話で。［先着順］

生田緑地でウオーキング（2～
3㌔）をしませんか。10月25日（金）
9時20分～11時45分。生田緑地東
口正門集合。区内在住の30人。
飲み物、タオル、帽子持参。50円
（保険料）。s10月15日から直接
か電話で。［先着順］

自宅でできる生活習慣病予防の
運動を体験しませんか。11月18日
（月）10時～11時半。区役所1階講堂
で。おおむね20～40歳代の15人。
保育は要相談。s11月1日から電
話かFAXで。［先着順］

あすから変われる子育ての楽し
み方を知る講演会。11月20日（水）
10時～12時。区役所10階会議室
で。就学前の子どもの保護者50

人。保育あり（1歳以上、先着15
人）。講師：木下山多（「サンタが
贈るお母さんの教科書」著者）。
s10月15日から電話かFAXで。
［先着順］

発達障害について理解を深め、
支援について学んでみませんか。
区役所601会議室で。区内在住で
両日参加できる30人。保育あり
（1歳以上、先着10人)。s10月15
日から電話かFAXで。［先着順］

読書活動の紹介やおすすめの絵
本の展示。10月26日～11月4日、
9時半～16時。多摩図書館整理室

で。

秋の特別なお話会です。子ども
と一緒に参加しませんか。11月
10日（日）、q10時半～11時：2歳
程度からw11時15分～11時45
分：3歳程度から。多摩図書館整
理室で。

生ごみのリサイクルに関する悩
みに答えます。10月25日（金）9時
半～12時。区役所1階アトリウム
で。

福祉について知りたい、体験し
たい人を対象に、障害者施設で見
学と作業体験を行います。11月
11日（月）13時半～15時。なしの実
で（多摩区三田2－3256）。20人。s

10月15日から直接、電話、FAXで。
［先着順］

対象・内容など�日　程�受付時間� sa

地域保健福祉課�
6935－3276

10時～�
10時半�

9時～�
9時20分�

検査日�
11/27（水）�

身体･血圧測定･尿･骨密度･
血液検査と結果指導。両日
参加できる18～39歳の区
内在住の各日25人。1,220
円。※妊婦･産後1年以内の
人、年度内に40歳を迎え
る人は、受けられません�

9時～�
9時20分�

検査日�
10/23（水）�

10時～�
10時半�

指導日�
11/27（水）�

指導日�
12/25（水）�

39歳まで
の健診・�
保健指導�

10月16日から�
電話で�

1935－3301�
1935－3294�
［先着順］�

①9時～�
9時半�
②9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�

11/7（木）�1 歳 児 �
歯科健診�

10月15日から�
電話で�

1935－3117�
［先着順］�

13時15分～�
13時半�

食生活、歯周病予防などの個別
健康相談、骨密度測定（80歳以
下の希望者）。40歳以上の15人�

11/20（水）�

10月23日から�
電話で�

1935－3301�
1935－3294�
［先着順］�

生活習慣
病 予 防
相 談 �

14時～�
14時15分�

たばこの知識と禁煙方法
についての講義と個別相
談。区内在住･在勤の禁
煙希望者、4人�

11/20（水）�

10月23日から�
電話で�

1935－3294�
［先着順］�

禁煙相談�

※電話受付時間は8時半～12時、13時～17時15分。�

■�

N誰でもできる福祉のお手伝い

Jすくすく子育てボランティ
ア講座

▼はつらつ健康教室2

▼体験講座ストレッチ･ヨガ

946－6030 946－6032

★第4期プール教室受講生募集

3264 3119

■仏像の魅力と楽しみ方講座

日程� 時間� 内容� 会場�

10月�
23日（水）�

11月�
6日（水）�

30日（水）�

同
セ
ン
タ
ー
�

3
階
ホ
ー
ル�

仏像の流れと�
種類�

神奈川の仏像�

日本の著名な仏像�

13
時
半
〜
15
時
半�

◎あなたも市民館事業の担い手に

◎震災と原発を経て学ぶべきこと
パート3

◎集まれ、だだっ子2歳児

R家族みんなが幸せになる子
育て講演会

R発達障害の正しい理解と支
援のための講演会

日程�時間� 内容� 講師�

12月�
10日（火）�

12月�
17日（火）�

藤井和子�
（ケースワーカー）�

10
時
〜
12
時�

発達障害の正
しい理解と支
援のために�

より良い親
子関係のた
めに�

橋口亜希子�
（えじそん
くらぶ理事）�

'多摩区の読書活動紹介展示

'秋のおはなし会

H生ごみリサイクル相談会

区�210

多摩区登戸1763ライフガーデン向ヶ丘2階�

a生田緑地整備事務所1934－8577、6934－8578

生田緑地マネジメント会議�【第4回】�

　最初のプロジェクトとして郵便局と共同で生田緑地
のオリジナルフレーム切手を制作しました（区版1面関
連記事）。現在は向ケ丘遊園駅から生田緑地への案内
方法を考えるプロジェクトが進行中で、ばら苑の開苑中
には駅前で地図の配布などを行う予定です。�

えん�

魅力向上に向けた�
話し合い�

　地域資源を活用した持続可能な市民活動（藤野電力・地域通貨など）を視察�
日時･定員など　11月1日（金）8時区役所1階集合。40人。1,500円（昼食代など）�
sa10月15日から10月25日までに直接、電話、ファクス（参加者全員の氏名、
電話番号を記入）で区役所地域振興課1935－3148、6935－3391。［先着順］�

「多摩★まち大学」視察研修会（相模原市旧藤野町）�

救急法救急員の基礎・養成講習
を3日間で行います。
日時･場所 11月6日（水）～8日（金）
9時～17時（休憩12時～13時）、区
役所6階601会議室
対象･定員 区内在住、在学、在
勤の15歳以上で、全日受講できる
30人（実技訓練などに支障があると
判断された場合は受講できなくな
ることもあります）
費用 3,000円（教材費など）※参

加者が10人以下の場合は開催中止
sa10月15日から直接か電話で
区役所危機管理担当1935－3146、
6935－3391。［先着順］

救急法救急員基礎救急法救急員基礎・�
養成講習受講者募集養成講習受講者募集�

高校生観光�
ＰＲポスター総選挙�

救急法救急員基礎・�
養成講習受講者募集�

高校生が作成した観光PRポス
ターを展示し、皆さんの投票を参
考に優秀作品を選出します。
展示期間 10月15日～24日
展示場所 区役所1階アトリウム
a区役所地域振興課1935－3132、
6935－3391

救急法救急員基礎・�
養成講習受講者募集�

高校生観光高校生観光�
ＰＲポスポスター総選挙ー総選挙�
高校生観光�

ＰＲポスター総選挙�


