ハ ナ モ ス で覚えてね
21万4,004人

27

土

開催

13時半〜17時（開場13時）
※各会場当日先着順

！
う
聴こ う！
踊ろ

感動のフィナーレ

プレイベント

10万5,236 世帯

「はなもす」と「多摩区ガイ
ドマップ」の最新版を発行！
「はなもす」
（写真右）
は、区の魅
力が詰まった観光ガイドブックで
す。多摩区ガイドマップ
（同左）
は、
地図や各種お役立ち情報が充実し
た冊子です。区役所、出張所、行
政サービスコーナーなどで配布し
「音楽でつながる」がテーマの音楽とダンスの祭典。 ています。 区役所地域振興課
19組の出演者が最高のパフォーマンスを披露します。
☎935-3239、 935-3391
区役所地域振興課☎935-3239、 935-3391

●区役所1階アトリウム
出演者の紹介パネルを展示
（写真）
。
展示期間 1月28日（水）〜2月2日（月）
2月4日（水）〜2月6日（金）

バンドステージ 【定員】100人

ワクワク♪ステージ 【定員】150人

●区役所11階

●多摩市民館3階大会議室

シ

ャ

バ

チ

ャ

ン

ズ

ShabaChanS 13:40〜14:00

フィ−ルダンスクラブ

13:40〜14:00

し し が し ら

オランダ獅子頭 14:10〜14:30

カサ・デ・ムジカ

14:10〜14:30

イチマルハチ

メインステージ

108 14:40〜15:00

【定員】900人

エ

ム

コ

ン

13:40〜14:10

14:20〜14:50

●多摩市民館3階体育館

プ

タヒチアンダンス体験
13:45〜14:10/15:30〜15:55

多摩ジャズワークショップオーケストラ 15:40〜16:10
多摩高校ギターアンサンブル部 16:20〜16:50

演奏ジャンル…

ン

ワークショップルーム 【定員】20人

TeamComp- 15:00〜15:30

◆ フィナーレ

イ

13:30〜13:40

専修大学グリークラブ
ー

レ

ヒップホップダンス体験
14:20〜14:45/14:55〜15:20

16:55〜17:15
クラシック

ダンスサ−クルCats 15:10〜15:30

elaine 15:40〜16:00

田園都市フィルハーモニー管弦楽団
チ

キ ャ ッ ツ

Drifting Cannonballs 15:10〜15:30

●多摩市民館2階大ホール
◆ オープニング

スタジオマルラニ 14:40〜15:00

ドリフティング キ ャ ノ ン ボ ー ル ズ

ポップス

ロック

まちづくり活動発表会

「まちカツ！」
を開催

ジャズ

合唱

アトリウムステージ 【定員】50人
●区役所1階アトリウム
な な ず ま い

中野七頭舞愛好会

13:40〜14:00

イカルス渡辺 14:10〜14:30
めん てつおん

山川こうたろうwith麺鉄音
バ

ン

ブ

リ

ッ

14:40〜15:00

ジ

Bambridge 15:10〜15:30
ぶ よ う か ぞ く

舞踊歌賊よし田んち 15:40〜16:00

ダンス

地域の課題解決に取り組んでいるボランティア組織
「まちづくり協議会」
主催の発表会。
（開場12時半） 場所 区役所11階会議室
日時 2月11日（祝）13時〜16時半
区役所地域振興課☎935-3148、 935-3391

講演会

活動発表会

多摩川の魅力や多摩川を拠点と
した活動、地域とのつながりなど
についての講演。
時間 13時10分〜14時
（開場12時半）
定員 当日先着100人
講師 井口文夫（川崎
河川漁業協同組合長）＝写真

今年度の活動を報告します。
内容 ❶環境に関する取り組みを
進める「多摩エコスタイル」
❷活動
団体のイベントなどのチラシを、
インターネット上でまとめてい
つでも見られるようにする「マグ
ネット多摩」❸外遊び団体の支援
を進める「たまむすび」
など

ポスターセッション・交流会

まちカツ！ポスター展

市民活動団体の日ごろの成果が
25 以上の活動団体の取り組み
をポスターを活用して発表しま
分かるチラシ、ポスターを、区役
す。また、交流会や参加者投票に
所1階アトリウムに展示します。
より「ベス
◆展示期間 2月9日〜17日
トプレゼ
ンたま賞」
チーム・
たま
を決定し
主催
ます。
熱気に包まれる会場

市民公開講座

つい

す み か

ど

こ

終の住処、あなたなら何処に

「27年度磨けば光る多摩事業」
の説明会を開催
安全で安心、にぎわいのある多摩区の実現に向けた、市民活動団体からの事業提案を募集します。
選定事業には70万円を上限に市が委託します。※以下に26年度選定事業を紹介します。
（開場17時半）、区役所11階1103会議室。当日先着30人
日時・場所・定員 1月20日（火）18時〜19時

子育て支援公園
カフェ事業
公園などで子ど
もの遊び場やカフ
ェを開催し世代を
超えて楽しみます。

「てんぷら油をエネルギーにかえる」
資源循環プログラム事業

テーマごとに専
門家による講演と
意見交換、交流会
を行います。

家庭の使用済みてん
ぷら油の回収や身近に
できる資源循環につい
て考えます。

区役所企画課☎935-3147、

地域課題を学ぶ
多世代交流事業

935-3391

高齢化社
会が進む中
で、在宅医
療・在 宅 介
護の必要性
を学びま
足本裕子
新田國夫
す。会場へ （全国在宅療養 （多摩区寺尾台
支援診療所連絡 在住）
直接。
会会長）
日時 1月
28日（水）13時半〜15時半（開場13時)
場所 多摩市民館大ホール
区役所高齢・障害課☎ 935 - 3266 、
935-3396

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

【第19回】生田緑地観察会に参加しよう
日曜の10時〜12時に、テーマごとの「生
田緑地観察会」を開催しています。1月 18
日「野鳥」、25日「地層」、2月1日「植物」、8
日「シダ植物」、15日「野鳥」。当日9時50分
までにＤ51（蒸気機関車）前にお集まりくだ
さい。雨天中止（かわさき宙と緑の科学館
のホームページでお知らせします）
かわさき宙と緑の科学館☎922-4731、 934-8659。
生田緑地整備事務所☎934-8577、 934-8578
そら

ひなた山ぼっこ祭り 〜森はともだち・森はアート
毎年大盛況の森の恵みと楽しさを実感する催しです。※1月の市民健
康の森の活動は「ひなた山ぼっこ祭り」の開催となります。
日時 1月18日（日）10時〜13時（受け付け9時半）。荒天中止
場所 日向山の森（東生田緑地）
参加費 高校生以上300円
時間

四季折々の動植物を
観察します

森と親しむ…竹細工、木の実細工、竹切り、丸太切り、
焼き芋づくり、薫製づくりなど
10時20分〜
天井のない展覧会…子どもたちの作品の鑑賞や大きな画
用紙へのお絵描き
くん せい

11時〜

映画「ホームカミング」を上映
仕事一筋の男が定年退職後に老人街
と化した町に活気を取り戻そうと奮闘
する物語です。飯島敏宏監督と出演者の
黒部進のトークショーも開催。
日時・場所・定員 2月5日（木）14時〜17時
、多摩市民館大ホール、当日
（開場13時）
先着600人

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

●健康ウオーク体験教室
丹沢・富士山を望むコース約4㌔
を一緒に歩いてみませんか。2月
5日（木）9時半までに読売ランド前駅
南口集合。12時ごろ新百合ケ丘駅
解散。区内在住の40人。保険料50
円。飲み物、タオル、雨具、帽子
持参。雨天時は2月12日（木）に延期。
［先
1月15日から直接か電話で。
着順］

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

▼シニアの社会参加支援事業
（活動編）生涯学習相談・ボ
ランティア入門講座
一人一人に合ったサークルや講
座を紹介するボランティアを養成し
ます。2月3日（火）、4日（水）、6日（金）、
10日（火）、13日（金）、14時〜16時、全
5回。多摩市民館で。おおむね50
歳以上の20 人。 1月15日10時か
［先着順］
ら直接、電話、FAXで。

◉危機管理担当
〒214-8570多摩区登戸1775-5
☎935-3135、 935-3391

◉多摩区交通安全のつどい
区内の就学前の子ども向けの交
通安全イベントです。1月15日（木）10
時10 分〜11時半
（開場9時半）
。多
摩市民館大ホー ルで。当日先着
600人。

★多摩図書館
〒214-8570多摩区登戸1775-5
☎935-3400、 935-3399

★冬のおはなし会
季節ごとに特別なおはなし会を

青空音楽会…東生田小学校による吹奏楽の演奏・合唱。
「ふるさと」他

主演（高田純次・高橋惠子）の
名演技を鑑賞できます

行います。1月31日（土）❶10時半〜
11時。大型絵本「たまごのあかちゃ
ん」他。2歳くらいから❷11時15分
〜 11 時 45 分。パネルシアター「カ
レーライス」他。3歳くらいから。
いずれも多摩図書館整理室で。当
日先着45人。

◆区役所高齢・障害課
〒214-8570多摩区登戸1775-1
☎935-3299、 935-3396

◆多摩区精神保健福祉連絡
会議講演会

食育講演会
・交流会

日本料理店主が伝える〜和食と食育

「和食文化と食育について」の講演会と交流会（食育体験・座談会）を行
います。
日時・場所 2月12日（木）13時半〜16時半
（開場13時)、区役所6階601会議室
対象 区内在住・在勤・在学の60人
講師 小出善茂（日本料理柏屋店主）＝写真
1月19日から直接か電話で区役所地域保
健福祉課☎935-3117、 935-3276。
［先着順］

プロの料理人から
貴重な話が聞けます

区の

申し込み方法は市版5面参照

12時20分〜

森はおいしい…焼き芋、薫製、豚汁を配布

日向山うるわし会事務局（石郷岡）☎ 944-1941（9時〜17時）
区役所地域振興課☎935-3131、 935-3391

区役所地域振興課☎935-3133、 935-3391

お知らせ掲示板

内容

ります。

話で。
［先着順］

◎区役所児童家庭課

♥多摩老人福祉センター

〒214-8570多摩区登戸1775-5
☎935-3264、 935-3119

〒214-0012多摩区中野島5-2-30
☎935-2941、 935-5024

♥古典講座「枕草子」を学ぶ

◎子育てセミナー「子育て家
庭の防災講座」

精神疾患を抱えた人と家族への
支援や関わりについて体験談を交
え考えます。2月6日（金）14時〜16
時
（開場13時半）
。区役所6階601会
議室で。当日先着 80 人。講演「精
神科地域医療の現場から」
講師：武
田龍太郎
（武田病院院長）
。

災害時に子どもを守るための日
ごろの備えを学びます。2月18日
（水）10時〜11時半。区役所1階講堂
で。就学前の子どもの保護者30人。
子どもと参加可。講師：ロー紀子
（ママプラグ理事長）。 1月15日
から直接か電話で。
［先着順］

■区役所地域振興課

♣多摩消防署

〒214-8570多摩区登戸1775-5
☎935-3143、 935-3391

■特別人権相談所開設
人権擁護委員が近隣との争いご
と、いじめ、差別、パートナーから
の暴力、子どもや高齢者への虐待
など人権に関わる相談に乗ります。
2月6日（金）13 時半〜16 時。区役所
10階1002会議室で。当日直接。
横浜地方法務局川崎支局☎ 244 4166、 244-4168。

❖区役所道路公園センター
〒214-0008多摩区菅北浦4-11-20
☎946-0044、 946-0105

❖稲田公園駐車場有料化のお
知らせ
適正利用を目的に、3月1日（日）か
ら、駐車場が有料になります。入
（延長30分ご
庫から2時間まで400円
。※障害者手帳を持って
とに50円）
いる人は無料。入庫は5時から22
時まで
（出庫は24時間）
。1月から工
事のため、利用できない場合があ

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

古典の名作を丁寧に解説。1月
23日、30日、2月13日、27日、3月
13日の金曜、13時半〜15時半、全
5回。同センター3階大ホールで。
市内在住で60 歳以上の60 人。500
円
（資料代）
。講師：丸岡良雄(元市
立商業高等学校教諭）
。 1月15日
［先着順］
9時から直接か電話で。

パサージュ・たま事業

♣普通救命講習会
心肺蘇生法や自動体外式除細
の使用方法などについ
動器
（AED）
ての講習。2月21日（土）9時〜12時。
多摩消防署で。市内在住・在勤・在
学の30人。 2月3日から直接か電

障害に関する展示など。
日時 2月3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

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］
❶9時〜
歯科健診と歯科相談。1歳 1月20日から
1 歳 児
9時半
3カ月未満で歯が生えてい
2月5日（木）
電話で
歯科健診
❷9時半〜
☎
935-3301
る乳幼児、各回
人
15
10時
生活習慣病
13時15分
2月18日（水）
予防相談
〜13時半

生活習慣病、歯周病予防 1月27日から
などの個別健康相談。最
電話で
近の健康診査の結果を持 ☎935-3301
☎935-3294
参。40歳以上の10人

14時〜
14時15分

たばこの知識と禁煙方法 1月27日から
の講義と個別相談。区内在
電話で
☎935-3294
住・在勤の禁煙希望者4人

禁 煙 相 談 2月18日（水）

※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

