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写真 「生田緑地ばら苑」
春の一般公開
NEWS

2015（平成27）年

5月1日

今年は５
月14 日〜 31
日（ 月 曜 休
苑）
の16日間
です。

多摩区統計データ（平成27年4月1日現在）

発行

21万 3,997人

10万 5,894世帯

大学の
知」
に触れよう
「知」

「多摩区・３大学連携協議会」協定締結10周年を迎える今年度は、専修大学、明治大学、日本女子大学で
「知」
に触れる
イベント（知的探訪）を開催します。普段はなかなか入る機会のない大学のキャンパスで
「知る」
楽しさを体験しませんか。
区役所企画課☎935-3147、 935-3391
ち

て き た ん ぽ う

多 摩 区・３大 学 連 携 協 議 会 協 定 締 結

多摩区に立地する専修大学、明治大学、日本女子大学
と川崎市（多摩区）は、平成17年12月に「多摩区・３大学連
携協議会」を設立しました。協議会では、各大学の知的
資源・人材を活用して、地域課題の解決に向けた実践的
な取り組みを協働で行っています。

明 治 大 学 知的探訪
日時
場所
内容

10

い

理系の研究施設が充実して
いる﹁生田キャンパス﹂

26年度知的探訪

たくさんの方に参加いただき、
大好評でした

募

専 修 大 学 知的探訪
７月４日（土）、10時〜11時半（展示は10時
半〜14時）
場所 専修大学生田キャンパス10号館
内容 ❶公開講座：日本語の風景〜文字はどのように書かれ
てきたのか
講師：斎藤達哉（文学部教授）
※図書館所蔵の古典籍などを題材に、文字文化によっ
て表現されてきた書物と、その工夫の変遷などを解
説します
❷展示：公開講座の内容に関係する古典籍などを特別
会場（図書館研修室）に展示します
❸ギャラリートーク：講師が特別会場
に展示する古典籍などを解説します
定員 ❶250人［抽選］
❸20人［抽選］
６月 20 日（消印有効）までに、往復ハガ
キに住所、氏名、年齢、ギャラリートー
ク参加希望の人はその旨も記入し〒214-8580
多摩区東三田 2 - 1 - 1 専修大学企画課「知的
探訪」係
多くの学生が学ぶ「生田
専修大学企画課「知的探訪」係
キャンパス」
☎911-1252、 900-7803
日時

日 本 女 子 大 学 知的探訪
11月14日（土）
日本女子大学西生田キャンパスＢ棟教室他
❶講演：戦争で挫折した西生田女子総合大学構想
〜日本女子大学と西生田の切っても切れない関係（仮）
講師：片桐芳雄名誉教授
❷食堂体験：特別メニューが楽めます。
（有料）
日本女子大学西生田総務課☎9662121、 952-6819
日程
場所
内容

集

市政だより８月号でイベント
の詳細や募集情報を掲載する予
定です。また、区役所や大学の
ホームページでも８月ごろに詳
細をお知らせします。

募

はじめまして、多摩区長です
このたび、多摩区長に就任し
た中村孝也です。多摩区は生田
緑地や多摩川などの豊かな自然
や、岡本太郎美術館、かわさき
宙 と緑の科学館、日本民家園、
３つの大学などの文化･教育施
設にも恵まれています。23年に
は藤子･Ｆ･不二雄ミュージアム
も開館し、多くの人が訪れるま
ちです。こうした地域の魅力を
生かしたまちづくりを進めてま
いります。

周年記念事業

10月10日（土）、10時〜15時半
明治大学生田キャンパス
❶講演：戦後70年に登戸研究所と戦争遺跡を考える（仮）
講師：山田朗（文学部教授／登戸研究所資料館館長）
❷「食」に関する講座、
「 ものづくり」を体験できる授業
※農学部と理工学部のキャンパスである特徴を活かした
講座や授業を予定
❸キャンパス内の教育・研究施設の見学ツアー
※見学ツアーは数コース用意し
ています。❶❷と自由に組み合
わせて参加可能です。この他、
黒川農場の新鮮野菜や明大グッ
ズの販売も行います
明治大学生田キャンパス課
☎934-7587、
7588、 934-7900

３大 学 知 的 探 訪

多摩区・３大学連携協議会とは？

集

市政だより９月号でイベント
の詳細や募集情報を掲載する予
定です。
緑に囲まれた
「西生田キャンパス」

第４７回
たまアトリウムコンサート

そら

摩区長
中村孝也 多
たか や

帯名久仁子

AKI

こと

耳になじみのあるメロディを筝 とギ
ターの斬新なデュエットで奏でる、爽や
かな５月にふさわしいコンサートです。
日時 ５月20日（水）、12時〜12時40分
場所 区役所１階アトリウム
出演 ＡＫＩ（アコースティックギ
ター）、帯名久仁子（筝）
区役所地域振興課☎935-3239、
935-3391

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

うららかな春、皆さんで
おはなし会に参加してみませんか
◆「絵本とお歌・音遊び」を開催
緑豊かな生田緑地で、音や歌を織り
交ぜた楽しい絵本の読み聞かせを皆さ
んでお楽しみください。
日時 ❶５月16日（土）❷６月21日（日）
午前の部：11時〜11時半
午後の部：12時〜12時半
場所 ❶西口園路❷中央広場。当日直接 自然の中で楽しめるイベントです
生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300、 933-2055

◆「空色のくに」を開催
日本女子大学の学生による「動く電子絵本の読み
聞かせ」、絵本づくりワークショップ、森の小さな
図書館など、絵本をとことん楽しめる1日です。ワー
クショップは事前に申し込みが必要です。詳細はお
問い合わせください。一部有料。
日時 ６月21日（日）10時〜16時
場所 生田緑地中央広場他。当日直接
生田緑地東口ビジターセンター☎933-2300、 933-2055

◆「春のおはなし会」を開催
季節ごとのおはなし会です。みんなで楽し
みませんか。
日時 ５月17日（日）❶10時半〜11時❷11時15
分〜11時45分
内容・対象 ❶大型絵本「かばんくん」他、2歳
くらいから❷パネルシアター「カ
レーライス」他、3歳くらいから
場所 多摩図書館整理室。当日直接
多摩図書館☎935-3400、 935-3399

区の

お知らせ掲示板
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◆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
「長尾の里めぐりコース」約４㌔
を一緒に歩きませんか。６月４日
（木）９時半までに宿河原駅改札前集
合。12 時ごろ久地駅解散。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６月11日（木）に延期。 ５月15日
から直接か電話で。
［先着順］

◆働き盛り＆子育て世代の運動
体験講座「筋トレ・ストレッチ
〜ヨガを中心に」
生活習慣病予防の運動を体験し
ませんか。５月28日（木）10時〜11時
半。区役所保健福祉センター講堂
で。区内在住の 20 〜 40 代の15 人。
飲み物、タオル持参。保育は要相
談。 ５月15日から直接か電話で。
［先着順］

◆
「毎日コツコツ骨粗しょう症
予防の食事」
講演と調理実習を通して、毎日
の食事を見直しませんか。６月９
日（火）9時半〜13時。区役所１階栄
養室で。区内在住の24人。材料費

区 ふれあいウオ
多摩
ーキング
普段、見過ごしがちな風景を見ながら楽し
く歩いてみませんか。
日

時

6月14日（日）8時45分〜12時半ごろ。
雨天時は21日（日）に延期

集合場所

多摩区役所１階出入口前（総合案
内側）に集合。当日直接

コ ー ス

多摩区役所〜生田緑地〜五所塚〜等覚院〜長尾神社〜妙楽寺
〜せせらぎ館。約７㌔

※コースは一部変更する場合があります。運動のできる服装で
区役所地域振興課☎935-3134、 935-3391

ばら苑と日本民家園ガイド付きウオーキングツアー
ツアーガイドとともに、世界各国のバ
ラが咲き誇る様子や古き良き日本家屋を
観賞します。参加者全員に民家園の無料
招待券をプレゼント。
日時 ５月27日（水）９時〜13時、雨天決行
集合場所 向ケ丘遊園駅南口
コース 生田緑地ばら苑〜日本民家園（一 色とりどりのバラを観賞できます
旦解散。希望する人には、さらに詳しく日本民家園をガイドします。）
定員・料金 30 人、 100 円（保険料）の他、民家園の入園料（一般 500 円）。
65歳以上などの割引あり。
５月15日から電話かFAXで、全員の住所、氏名、年齢、代表者の電
話番号を記入し区役所地域振興課☎935-3132、 935-3391。
［先着順］
えん

▼「たまたま子育てまつり」
実行委員募集
「たまたま子
９月20日（日） 開催の

実費。エプロン、三角布、布巾、
手拭きタオル持参。講師：志賀美
知子
（管理栄養士）
。 ５月18日か
ら直接か電話で。
［先着順］

◉多摩区社会福祉協議会
〒214-0014多摩区登戸1763
☎935-5500、 911-8119

◉お 話 し 相 手（ 傾 聴 ）ボ ラ ン
ティア入門講座
相手の話を心を傾けて
「聴く」
大
切さを学びます。６月24日〜７月
15日の水曜、13時半〜16時、全４
回。福祉パルたま研修室で。区内
在住、在学の 30 人。 500 円（教材
費など）。 ６月17日（消印有効）
17時までに、直接、電話、FAXか
区役所にある申込書を郵送で。
［抽
選］

▼多摩市民館

育てまつり」の実行委員を募集し
ます。このお祭りは、地域の人た
ちと区の協働により、地域全体で
子育て支援をする環境づくりを目
指しています。一緒に企画・運営
しませんか。５〜９月、月１回程
度、主に水曜、18時から。多摩市
民館で。高校生以上。 ７月31日
までに直接か電話で。
［選考］

♥多摩老人福祉センター
〒214-0012多摩区中野島5-2-30
☎935-2941、 935-5024

♥近代文学講座
昭和前期の不安な時代に生き
た、文学者たちの名作を楽しみま
せんか。❶5月27日（三好達治）❷
６月３日（新美南吉）❸ 10 日（原民
喜）❹ 17日（大岡昇平）、いずれも
水曜、13 時半〜 15 時半、全４回。
（資
同センター3階ホールで。200円
料代）。市内在住の 60 歳以上の 60
人。講師：鈴木寅雄
（元都立高校教

〒214-8570多摩区登戸1775-1
☎935-3333、 935-3398

諭）
。 ５月15日9時から直接か電
話で。
［先着順］

♣市消防防災指導公社
〒210-0846川崎区小田7-3-1
☎366-8721、 366-0033

♣普通救命講習Ⅲ
心肺蘇生法
（主に乳幼児）
や自動
の使用方法
体外式除細動器
（AED）
に関する講義や実技を学びます。
６月26日（金）13時半〜16時半。多摩
消防署３階講堂で。市内在住、在
勤、在学の30人。 ６月９日から
直接か電話で。
［先着順］

■健康福祉局庶務課
〒210-8577川崎区宮本町1
☎ 200-2421、 200-3925

■ふくしまつり
福祉クラブ生活協同組合による
福祉の活動紹介、チャリティーイ
ベント、模擬店などの楽しめるイ
ベントです。６月７日（日）10時半〜
（多摩区
14時、雨天中止。稲田公園
で。 福祉クラブ
菅稲田堤2-9-1）
生活協同組合☎045-547-1400、
045-547-1414。
区役所地域保健
福祉課 935-3276

▼多摩区子ども探求クラブ
小学生と大学生が一緒に同じ
テーマについて取り組み、探求心、
想像力を育みます。６月28日〜12
月13 日の主に日曜、10 時〜 15 時、
全10回。主に明治大学生田キャン
パスで。区内在住か在学の小学４
〜６年生25人。1,500円程度（保険
料・材料費）
。 ５月15日10時から
直接か電話で。[先着順]

区の名所を巡りながら楽しく歩きます

日程

受付時間

❶９時〜
1 歳 児
９時半
６月４日（木）
歯科健診
❷９時半〜
10時
生活習慣病
予 防 相 談

内容・対象など

［先着順］

歯科健診と歯科相談。1
５月18日から
歳３カ月未満で、歯が生
電話で
えている乳幼児、各回15
☎935-3301
人

生活習慣病、歯周病予防 ５月18日から
電話で
13時15分〜 などの個別健康相談。最
近の健康診査の結果を ☎935-3301
13時半
6月17日（水）
☎935-3294
持参。40歳以上の10人

５月27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

