21万3,348人

10万4,141 世帯

3月 始める「学び」、楽しむ「学び」に出会う
日

15 16
日
土

たま学びのフェア
たま

日

﹁ぴぴ﹂
ット
のマスコ
のフェア
たま学び

〜広げよう・学びの輪〜

折り紙体験も

毎年たくさんの人でにぎわう「たま学びのフェ
ア」をことしも開催します。このイベントは、多摩
市民館で活動するサークルやグループの学習発表
など、日ごろの活動を市民に
など、日ごろの活動を
市民に紹介する場です。多
紹介する場です。多
くの「学び」に触れてみませんか。
時間 10時〜16時
場所 多摩市民館
内容 展示、講習会、実技指導・公演など
多摩市民館☎935-3333、 935-3398

3大学連携フェア

区の花の「モモ」。毎年3月には、
東生田緑地や緑化センターでハナ
モモが咲きます。

ホールでの催し
土
３月15日●

日
３月16日●

●漢詩・和歌の吟詠発表
●ハーモニカ発表会
●フラメンコ Levante
●落語と音楽劇
●タップダンスショー

区役所1階でのワンセグ生放送▶

「かわさきワンセグ
『たまキャンパスライブ』
」
番組
「たまキャンパスライブ」は、かわさきFMとの連携番組と
して始まり、現在は携帯電話ワンセグ番組として、学生たちが
企画・制作を行っています。その他さまざまな放送番組を制作・
運営する
「かわさきワンセグ」
の活動を報告します。

●ハーモニカ発表会
●きもの振袖着付け・帯結び
●日本女子大学箏演奏会
●ベンチャーズバンド
●歌芝居
「沖縄からの手紙」
●バリダンス

公園を活用したコミュニティづくり

地域社会と大学が取り組む
コミュニティ交流の促進

「多摩区・3大学連携協議会」
（専修大学、明治大学、日本女子大学、多摩区役所）で行っている
地域課題の解決に向けた活動について、体験ブースやミニ講演会などで成果発表を行います。大
学生との交流の場として、カフェもあります。 区役所企画課☎935-3147、 935-3391
日時 3月15日（土）10時〜12時10分
場所 多摩市民館3階大会議室

専修大学

区の花「モモ」

推進フォーラム
公園を活用した多世代間交流など、さまざまな
活動を通じて地域コミュニティーの活性化を図る
取り組みを紹介します。
日時 3月15日（土）13時半〜15時半
場所 多摩市民館3階大会議室
区役所企画課☎935-3147、 935-3391

第4期多摩区区民会議を開催します

明治大学
「学生による地域連携活動と学生まちなか研究室Vol.2」
昨年度、子どもたちが気軽に立ち寄れる学び場・遊び場を提
供しようと登戸東通り商店会の協力を得て
「まち研」を開設し
ました。2年目を迎えて、新たな広がりを見せた「まち研」の
様子や2年目特有の課題に取り組んだ様子を報告します。

「コミュニティ」と「自然災害」の2つのテーマにつ
いて、約2年間の検討内容を報告します。会議は傍
聴できます。
日時 3月17日（月）18時〜（開場17時半）
傍聴 当日先着10人
場所 区役所11階会議室
区役所企画課☎935-3147、 935-3391

◀チラシ配布で新たな広がり

証明書の取得は
出張所・行政サービスコーナーでも

現地での研究も重ねました▶

日本女子大学

「課題発見から地域活動へ−寺尾台団地での取り組みから」
大学に隣接する寺尾台団地において、インタビューや管理組
合との話し合いなどによって地域課題の発見に努めています。
同フェアでは、他団地の先進的な取り組みも含めて、今後の活
動の展望を報告します。

生田出張所と登戸・菅行政サービスコーナーでも
住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できま
す。

生田出張所

土 区役所の一部窓口を臨時に開設します
３月29日●
転入・転出する人が多いこの時期、毎月第2、4土曜の8時半〜12時半開設している窓口の他に、
臨時に窓口を開設します。比較的窓口の空いている朝の時間帯の利用をお勧めします。
日時 3月29日（土）8時半〜12時半 場所 区役所区民課、保険年金課（国民年金手続きを除く）
取り扱い業務 転入・転出手続きなど。詳細は市版2面参照。※他の市区町村・機関に問い合わせが必
要な場合、後日改めてお越しいただくことや、その場で証明書を交付できない場合があります
区役所区民課☎935-3154、 935-3392。区役所保険年金課☎935-3164、 935-3392
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住所が変わったら届け出を

利用時間 月〜金曜、8時半〜17時。土・日曜、祝
日、年末年始を除く。※3月29日（土）は閉庁
生田出張所☎933-7111、 934-8319

登戸・菅行政サービスコーナー
利用時間 月〜金曜、7時半〜19時。土・日曜、9
時〜17時。祝日、年末年始を除く
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
生田出張所

登戸行政サービスコーナー 菅行政サービスコーナー

住民登録は各種行政サー
ビス提供の基礎となってい
ます。 引っ越しなどで住所
を移した人は、住所変更の
届け出をお願いします。

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

区ボランティアセンター運営委員を募集

【第9回】生田緑地マネジメント会議
生田緑地には、豊かな自然や個性豊かな文化施設など魅力的な資源が
多くあります。生田緑地マネジメント会議で
は、緑地の歴史や文化、施設などの見どころ
を初心者に分かりやすく伝え、初めて訪れた
人にも関心を持ってもらえるような「ぐるっ
とガイドツアー」を、来年度実施へ向けて企
画中です。お楽しみに。
生田緑地の歴史なども紹介します
生田緑地整備事務所☎934-8577、 934-8578 （枡形山城跡）

パサージュ・たま事業
障害に関する展示など。
日時 3月20日（木）10時〜14時
場所 区役所1階アトリウム
区役所地域保健福祉課☎ 935 3267、 935-3276

桜の名所巡りと

春 藍染め体験バスツアー

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

▼多摩区子ども探求クラブ
遊びを通して大学生と交流しな
がら探求心、想像力を育みます。
5月24日 〜12月13日 の 主 に 土 曜、
10時〜13時、全13回。明治大学生
田キャンパスと多摩市民館で。区
内在住か在学の小学4〜6年生（4
月 現 在）25人。1,500円 程 度（保 険
料・材料費）
。 3月18日10時から
直接か電話で。
［先着順］

◆区役所地域保健福祉課
〒214-8570 多摩区登戸1775-1
☎935-3294、 935-3276

◆多摩区健康ウオーク体験教室
「中野島二ケ領コース」
約4㌔を一緒に歩いてみません
か。4月3日（木）9時 半 に 中 野 島 駅
集合、12時ごろ二ケ領せせらぎ館
解散。40人。保険料50円。飲み物、

タオル、雨具、帽子持参。雨天時
は4月10日（木）に延期。 3月17日
から直接か電話で。
［先着順］
◆こども歯科教室
歯磨きが上手になるこつを学び
ます。3月26日（水）13時半〜15時半。
区役所保健福祉センター歯科相談
室で。区内在住で3歳〜6歳の就
学前の子どもと保護者10組。内容
❶歯科検診❷唾液のPH測定検査
❸歯磨き実習（染め出し液使用）。
※❶は子どものみ対象。歯ブラシ
持参。 3月17日から電話で。
［先
着順］

芸術を感じに出掛けよう！
ことしも川崎が誇る春の風物詩、市北部の総合芸術祭
「アルテリッカ
しんゆり」が4月26日〜5月6日開催されます。オペラ、クラシック、ジ
ャズ、演劇、落語など内容充実の全28演目40公演です。
区内では多摩市民館ホールを会場に2つの公演が行われます。
●ストリートダンス公演「Arterictive」
ストリートダンスの新しい魅せ方。劇場で今までになかったエンター
テインメントをお届けします。
日時 5月3日（祝）❶12時開演❷17時開演、いずれも30分前開場
料金 前売り4,000円（全席自由）
●3歳からのミュージカル 劇団飛行船「7ひきのこやぎと狼」
心温まる感動作を本格的な生
の管弦楽とともにお届けします。
日時 5月5日（祝）❶11時開演
❷14時開演
料金 大人2,000円 子ども1,000
円
（全席指定）
電話かホームページでアル
テリッカしんゆりチケットセンター☎955-3100（9時半〜17時） http://
［先着順］
www.artericca-shinyuri.com/。
市民・こども局市民文化室☎200-2280、 200-3248
み

メルヘンな世界が
広がります

区の

お知らせ掲示板

公営保育所では、民生委員児童
委員の協力で
「ママとあそぼうパ
パ も ね」を 月 に1度
（8、9月 を 除
く）、中野島地区、菅地区、登戸
地区、生田地区で開催しています。
家庭内で育児をしている保護者と
子どもを対象に、交流の場を提供
するものです。
日時・場所 中野島地区…主に第3
火曜、中野島こども文化センター、
菅地区…主に第3木曜、菅こども文
化センター、登戸地区…主に第2火
曜、すかいきっず、生田地区…主に
第2木曜、生田道院、いずれも10時
〜11時半
定員 各会場当日先着50組
内容 手遊び、体操、パネルシア
ター、手作りおもちゃ製作など。
栄養士や看護師による育児相談も
区 役 所 こ ど も 支 援 室 ☎9353104、 935-3119
親子で楽しく
手遊び体験

多摩区と麻生区の桜を巡り、日
本民家園伝統工芸館で藍染め体
験、人気の老舗料亭でのランチな
ど。全行程ガイドが添乗します。
春を満喫してみませんか。
日時 4月2日（水）9時〜16時半。荒
天中止
集合場所・定員 久地駅、24人
費 用 4,000円
（藍 染 め 体 験 料 金、
昼食代、保険料、資料代など）
コース 二ケ領用水宿河原堀の桜
〜藍染め体験〜枡形山展望台の桜
〜
（昼食：日本料理 柏屋）〜菅さく
ら公園の桜・アグリパーク〜麻生川
の桜〜登戸駅
（新百合ケ丘駅も可）
3月15日10時から電話でスペ
ース・プラン☎933-0080。
［先着順］
区役所地域振興課☎935-3132、
935-3391

ママとあそぼうパパもね

区ボランティアセンターは、ボランティアについての意識の高揚と活
動の効果的な振興を図ることを目的に、16年に開所した区社会福祉協議
会の機関です。同センターが実施する事業の企画や運営に当たる第6期
の委員を募集します。
人数 若干名
任期 4月〜28年3月
応募資格 次の条件を全て満たす人
❶区内在住で18歳以上（26年4月1日現在）
❷年9回程度、主に平日に開催する運営委員会と各種事業に出席・参加
できる人
❸同センターの運営に積極的に協力できる人
※規定により交通費を支給します
選出方法 申し込み後、面談の上、選出します（面談日時は連絡します）
3月31日までに福祉パルなどで配布中の応募用紙かハガキに、住所、
氏名、年齢、電話番号、性別、職業、応募動機を記入し郵送かファクス
で〒214-0014多摩区登戸1763ライフガーデン向ケ丘2階福祉パルたま内多
［選考］
摩区社会福祉協議会☎935-5500、 911-8119。

■青春の歌声喫茶
1960〜1970年 代 の ヒ ッ ト 曲 や
フォークソングなどを、みんなで
歌いませんか。3月27日（木）❶10時
〜12時❷13時半〜15時半。市内在
住の60歳以上、各80人。100円。内
容は各回同じ、申し込みはいずれ
か1つ。 3月19日9時 か ら 直 接
か電話で。
［先着順］

◎多摩消防署
〒214-0032多摩区桝形2-6-1
☎933-0119、 922-8161

◎普通救命講習会
心肺蘇生法や自動体外式除細器
（AED）
の使用方法などについての
講習。4月24日（木）13時半〜16時半。
多摩消防署で。30人。 4月8日か
ら直接か電話で。
［先着順］

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

★大人のためのおはなし会

◆活動日時◆
3月15日（土）9時半〜正午ごろ
雨天時22日（土）に順延
日向山の森（東生田緑地）
集合場所：頂上広場
日向山うるわし会事務所
（石郷岡）
☎944-1941
区役所地域振興課
☎935-3131、 935-3391

大人を対象にしたおはなし会で
す。3月22日（土）10時半〜12時（開
場10時）
。多摩市民館5階和室で。
■多摩老人福祉センター
（多摩いきいきセンター）
当日先着30人。演目「とりのみじい」
〒214-0012 多摩区中野島5-2-30
☎935-2941、 933-5024
「かしこいグレーテル」
「豚飼い王
いずれも同センター3階ホールで。 子」他。
■近代文学に親しむ講座
地域保健福祉課
935-3276
「太宰治」
の作品や人物について
日程・受付時間
内容・対象など
鑑 賞 し ま せ ん か。3月 24日（月）13
3月18日から
時 半 〜15 時 半。 市 内 在住の60歳
歯科健診と歯科相談。1歳
日
1 歳 児 4月3 （木）
電話で
❶9時〜9時半
3カ月未満で歯が生えて
以上、80人。資料代50円。 3月
歯科健診
☎935-3295
❷9時半〜10時
いる乳幼児、各回15人
［先着
17日9時から直接か電話で。
［先着順］
順］
※いずれも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

