ハ ナ モ ス で覚えてね
21万4,220人

10万5,361 世帯

音楽と自然に触れてみよう!
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きらめ
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生田緑地★星空コンサート〜豊かな緑と煌く星たちに包まれて〜
そら

生田緑地の豊かな自然やかわさき宙と緑の科学館プラネタリウムを舞台にしたコンサートです。
環境に配慮し、野外コンサートで使用する電力は電気自動車から供給します。他にも中央広場では
家族で楽しめる工作やワークショップなどのさまざまな催しも行います。

❶アウトドアステージ（科学館前広場）
時間
出演

13時〜16時半。※荒天中止
16-BIT Generator、ジャムスタンマジック、Best Partner、
オートクチュールサックスカルテット、ShabaChanS
ビット

ジ ェ ネ レ ー タ ー

ベスト

シ

ャ

バ

チ

ャ

たまアトリウムコンサート

ズ

（科学館プラネタリウム）

にぎわうコンサート会場

最高級のコラボに
うっとり

東京交響楽団による二重奏とプラネタリウムによる投影とのコラボレーション。
時間・対象 第1回（0歳からのわくわく星空タイム）16時半〜17時05分、0歳
児から。第2回
（魅惑のコラボレーションタイム）
18時〜19時10分、小学生以上
出演 清水泰明
（バイオリン）、朝岡さやか
（ピアノ） 定員 各回180人
8月22日（必着）までに往復ハガキに公演名、全員（ハガキ1枚で2人まで。
家族の場合5人まで可）の氏名、年齢、代表者の住所、電話番号を記入し、
〒214-8570 多摩区役所地域振興課☎935-3148、 935-3391。
［抽選］。※結果は、9月5日までに通知します。当
日の問い合わせは生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300
※コンサート開催のため、15時からの一般向けプラネタリウム投影は中止となります。

エコ は身近なところから
多摩区エコロジーライフ事業

区役所企画課
☎935-3147、 935-3391

区では、地球温暖化防止に向け、
「多摩区エコロジーライフ事業」として、さまざまな環境対策事業を区民の
皆さんと協働で進めています。身近にできそうなことから「エコ」
に取り組んでみませんか。

夏休み！多摩区エコフェスタ
多摩区エコフェスタ
19 夏休み！

小学生が夏休みの自由研究などに活用できる展示、体験、環境学習イベ
ントを開催します。みんなで楽しく地球温暖化対策について考え、実践し
ませんか
（使用済みてんぷら油の回収も10時〜14時半に実施します）
。
日時 8月19日（火）10時〜15時
場所 区役所1階アトリウム
な
内容 （下表参照）
涼しげ
※定員（先着順）、参加費がある場合はカッコ内に記載。
★は当日9時半から、❖は当日12時半から受け付け。
時間

梨のおいしい季節になりまし
た。幸水、豊水、二十世紀、旭、
長十郎など、多種の梨を楽しむこ
とができます。

パ ー ト ナ ー

ン

❷プラネタリウムステージ
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多摩区の梨

使用済みてんぷら油の回収
ごみの減量、エネルギーリサイクルに向け
て、使用済みてんぷら油をふたが閉まる容器
に入れて持参してください。身近なリサイク
ルの輪に参加してみませんか。
日時 第3水曜、9時〜12時
場所 区役所、生田出張所、道路公園センター
かわさきかえるプロジェクト事務局☎8543711（9時〜17時）、 852-0680

地球温暖化対策パネル展
家庭でできる地球温暖化対策を紹介するパ
ネル展を開催しています。
日時 第2水曜 場所 区役所1階アトリウム

緑のカーテン大作戦
公共施設の緑化推進や二酸化炭素の削減に
向け、区役所でゴーヤーを育てています。

祭の
たま音楽

参加団体を募集！
27 年2月7日（土）13 時〜 17 時（予
定）に多摩市民館他で開催する「た
ま音楽祭」の演奏出演者と企画実
施団体を募集します。詳細はお問
い合わせください。
募集対象 ❶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❷来場者向け体験コーナーな
どの企画団体・グループ3組程度
9月12日
（消印有効）
までに応募
用紙と❶は出演者全員の写真と演
奏映像か音源❷は活動の写真と企
画計画書を直接か郵送で〒 214- 8570
区役所地域振興課☎935-3239、
［ 選考］※応募用紙は区
935 - 3391 。
役所などで配布中

どうぶ つ
in た ま
愛護フェア
パネル展や手作りコーナー、ど
うぶつクイズなど楽しいイベント
をたくさん用意しています。人と
動物の絆やペットの正しい飼い方
について一緒に考えてみませんか。
楽しみながら
ペットのことを学べます

イベント（定員／参加費）
ソーラークッカー工作（ 10 人★／ 500 円）、
10時〜10時50分
発電・省エネ体験、ごみ分別ゲーム
10時55分〜11時10分 環境紙芝居
マイバッグづくり（10人★／150円）、発電・
11時10分〜12時
省エネ体験、エコな食器洗い体験（15人★）
打ち水
（13人★）
12時10分〜12時半
環境紙芝居
12時45分〜13時
牛乳パックでうちわ作り
（10人❖）
、松ぼっ
、ごみ分別
くりでクマの人形作り
（10人❖）
13時〜13時50分
ゲーム
13時55分〜14時10分 環境紙芝居
竹細工（ 10 人❖）、ペットボトルを使って
時
分〜
時
風鈴作り
（ 10 人❖）、エコな食器洗い体験
14 10
15
（15人❖）
環境にやさしい乗り物の塗り絵コーナー
10時〜15時
バイオディーゼルで走るエコバス体験学習会
（25人★）
、10時20分
（25人★）
、10時40分
（25人★）、
発車：10時
13時（25人❖）、13時20分（25人❖）、13時40分（25人❖）

打ち水

日時 8月20日（水）12時〜12時40分
場所 区役所1階アトリウム
出演 彩愛玲（ハープ）、大保麗香
（フルート）
曲目 ヘンデル作曲「ラルゴ」他
区役所地域振興課☎ 935 - 3239 、
935-3391

日時 9月14日（日）10時〜15時
会場 区役所1階アトリウム
※パネル展・ポスター展は、9月
12日（金）13時〜17日（水）12時まで同
会場で開催します
区役所衛生課☎ 935 - 3310 、
935-3394

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

保育園で保育＆ランチ体験しませんか？

8月12日〜9月23日、市内在住の切り絵作家、藤田正俊による切り絵
展示を東口ビジターセンターで開催します。
また、8月23日（土）には生田緑地整備事務所で
「外来植物de草木染め」を開催します。事前申込
制です。詳細はお問い合わせください。
生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300。
日本民家園を題材とした切り絵
生田緑地整備事務所☎934-8577、 934-8578

夏のおはなし会
多摩図書館では、季節ごとに特
別なおはなし会を行っています。
保護者も一緒に入れます。直接会
場にお越しください。
日時 8月23日（土）
❶ 10 時半〜 11 時：大型絵本「ぞう
くんのさんぽ」
❷11時15分〜11時45分：大型絵本
「おばけのてんぷら」
場所 多摩図書館整理室
対象 ❶2歳くらいから ❷3歳く
らいから
多摩図書館☎935-3400、 935-

パサージュ・たま事業
障害に関する展示など。
日時 9月2日（火）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

ガイドが添乗し、多摩区・麻生
区の名所を巡ったあと、昔から有
名な多摩川梨をもぎ取るバスツ
アーです。
日時 9月11日（木）9時〜16時半ご
ろ。雨天決行
集合場所 JR登戸駅（多摩川口）
コース
日本民家園伝統工芸館（藍染め体
験）→王禅寺処理センター→夏 蒐
山修廣寺→大型農産物直売所セレ
サモス→梨狩り→登戸駅。新百合
ケ丘駅でも下車できます
定員・費用 20人、5,000円
8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
なつ かり

さん しゅ こう

じ

たくさんの梨が
とれます

ここから多摩区版です

3399

盛りだくさん！
梨もぎ取りバスツアー

区民
体力テストのつどい
小学3年生〜79歳の人を対象に
体力テストを実施します。
日時 9月7日（日）9時半〜11時半
場所 中野島小学校。室内シュー
ズを持参し直接会場へ
区役所地域振興課☎935-3134、
935-3391

区の

お知らせ掲示板

申し込み方法は市版5面参照

●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

●民謡体験教室
「米節」
「ひえつき節」を習い、合
唱します。10月14日（火）10〜12時。
多摩老人福祉センター3階ホール
で。市内在住で60歳以上の人。
9月1日9時から直接か電話で。

▼多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1
☎935-3333、 935-3398

▼市民自主学級｢多摩区の歴
史と今！〜昭和の戦争の時代
から高度経済期への変貌〜｣
貴重な体験を聴きながら、昭和
から今日までの歴史に触れていき

◆活動日時◆
8月17日（日）9時半〜昼ごろ
雨天時24日（日）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（9時〜18時）
区役所地域振興課
☎935-3131、 935-3391

ます。9月27日、10月4日、11日、
11月1日、15日、22日の土曜、13
時半〜15時半、全6回。多摩市民
館他で。 30 人。保険料など100 円
程度。 8月20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

◆ウオーキング講演会
「正しく
歩いて健康に」
体に負担の少ない歩き方や歩き
方のルールを知り、安全に楽しく
歩く方法を学びます。9月4日（木）
13時半〜15時半。区役所保健福祉
センター1階講堂で。40人。飲み物、
筆記用具、タオル持参。動きやす
い服装で。 8月15日から直接か
電話で。
［先着順］

みんなでランチを楽しみます

【第14回】東口ビジターセンターで切り絵展示開催

多摩区の公立保育園3園で実施する食
事付き保育体験「親子でランチ」。子ど
もの年齢に合ったクラスで保育と給食
を体験できます。
対象 区内在住の就学前の子どもと保
護者、各日各園2組
費用 参加者1人につき実費250円
8月15日から各申込締め切り日（下表参照）までの平日9時〜16時に
電話で区役所こども支援室☎935-3177、 935-3119。
［抽選］

●実施日・会場（いずれも木曜）
土渕保育園

10月
11月
12月

生田保育園
2日・23日
6日・27日
20日・27日
4日・25日

菅保育園
6日・27日
11日・25日

申込締め切り日
9月10日
10月8日
11月12日

多摩★まち大学（市民活動講座）
地域に開かれた学びの場「多摩★まち大学」。今回は、
地域で頑張る多摩区の有名人を講師とした講座を開催し
ます。
日時 8月30日（土）14時〜16時（開場13時半）
場所 区役所6階601会議室
定員 80人
講師 大下勝巳（かわさき創造プロジェクト代表）
内容 40代からはじめる地域活動のススメ〜地域に
役立つオヤジになろう〜
8月 15 日から直接、電話、ファクスで区役所地域振興課☎ 935 ［先着順］
3148 、 935-3391。

区民祭に参加しよう！
10月18日（土）に生田緑地で開催する区民祭の参加者を募集します。
食品、雑貨などの出店者 募集数 60区画
希望者は8月21日（木）18時半に区役所6階601会議室で開かれる説明会
に参加してください。申込書を配布します。
8月27日、28日9時〜16時に、直接区役所11階1103会議室。
［抽選］
郷土芸能、コーラス、ダンスなど舞台出演者
希望者には申込書を8月15日から区役所保護第1課で配布します。
8月19日〜29日に申込書を直接区役所保護第1課☎935-3300、 935。選考］
3395［
いずれも 区役所地域振興課（多摩区民祭実行委員会事務局）☎ 935 3133、 935-3391
区役所地域保健
福祉課 935-3276
日程
受付時間
内容・対象など
［先着順］
検査日
身体・血圧測定・尿・骨密度・
9時〜
8月27日（水） 9時20分
血液検査と結果指導。両日
とも受けられる
18〜39歳の
指導日
10時〜
日から
人。
区内在住の
25
1,650円。 8月20
39歳まで 9月24日（水） 10時半
電話で
の 健 診・
※妊婦・産後1年以内の人、
☎935-3301
9時〜
保健指導 検査日
年度内に40 歳を迎える人、 ☎
935-3294
9月24日（水） 9時20分
国民健康保険に加入の
「35・
38 歳健診」対象者は、受け
指導日
10時〜
月
日
（水）
時半
られません
10 22
10
❶9時〜
歯科健診と歯科相談。1歳 8月18日から
1 歳 児
9時半
3カ月未満で歯が生えてい
9月4日（木）
電話で
歯科健診
❷9時半〜
☎
935-3301
る乳幼児、各回
人
15
10時

生 活 習
13時15分
慣 病 予 9月17日（水）
〜13時半
防 相 談

運動・食生活・休養、歯周病
予防などの個別健康相談、8月26日から
骨密度測定
（80歳以下の希
電話で
望者）
。最近の健康診査の ☎935-3301
結果をお持ちください。40 ☎935-3294
歳以上の10人

※電話受付時間は8時半〜12時、13時〜17時15分
※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

