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民家園通り商店会夏まつり

老 若 男 女 が楽
し め る お 祭 りで
す ︒今 年は︑ 月
日
︵土︶
に開催︒
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2015（平成27）年

7月 1 日

多摩区統計データ（平成27年6月1日現在）

発行

21万 4,702人

10万 6,560世帯

未来へ繋ぐ「はじめの一歩」
27年度「磨けば光る多摩事業（市民提案型協働事業）」の実施事業（５事業）が決定し

子育て支援公園カフェ事業

ました。今後も、一層安全安心で住みやすく魅力的なまちになるように、地域に密着
したさまざまな活動を行います。みなさんも興味のある事業に参加しませんか。

公園などで遊び場やカフェを開催しています。 子どもか

区役所企画課☎935-3147、

らシニア世代まで垣根を越えて一緒に遊び、楽しめます。
実施団体 多摩区でプレーパークをやっちゃおう会

❷縁たま〜
（中高年のいこいの広場） 事前申し込み

❶▲すいたま〜・★どったま〜 自由参加

日時 ６月〜28年２月の毎月最終水曜、10時〜12時
（９月は19日㈯も開催）

日時 ▲第1水曜
（10時〜17時）
★第3土曜
（11時〜17時）

場所 中野島多摩川住宅第１集会所
（中野島5-2）

場所 中野島中央公園、雨天中止

定員・料金 各回15人程度、200円
（お茶代）

内容 カフェと子ども遊び
（木工、手芸、お絵描き、水遊び、泥遊びなど）

内容 老化防止体操、歌、脳活性講座、健康講座、お茶会、演芸会、子ども

縁日 ７月18日㈯11時〜15時、雨天時は翌日に延期
開催 内容 子ども遊び、大人の手芸コーナー、出店など
京王稲田堤
京王線

935-3391

との交流など
前日までに直接か電話で区役所企画課☎935-3147、 935-3391。
［抽選］
JR南

いつもの道が楽しくなる街作り事業

武線

稲田堤

中野島

まちの美化や防犯を目的に、区内の落書き

多摩スポーツセンター
生田浄水場
日本女子大学
小田急線

多摩区役所 日向山の森
生田出張所
生田

読売ランド前

お箸を上手に使えるかな

地域課題を学ぶ多世代交流２事業

川

実施団体 grayzone
区役所企画課☎935-3147、

935-3391

宿河原

藤子・F・不二雄
ミュージアム

せせらぎ館をまちの広場に事業
多摩川を親しむ体験型のイベントを開催します。子どもも大人も楽

域の悩みをテーマに、専門家による講演と意見

しめます。

交換
（各全6回）
や❹交流会
（全8回）
を行います。

実施団体 多摩川エコミュージアム

実施団体 まめな人生

❶夏休み二ケ領せせらぎ館教室

まめな人生☎070-5010-5440
（10時〜17
767-1297

市立
多摩病院
向ケ丘遊園

生田緑地

4）
で ❶子育て世代の悩み、❷思春期の悩み、❸高齢者・地

時）
、

グ レ イ ゾ ー ン

多摩

多摩区役所

明治大学
生田校舎
専修大学
生田校舎
長沢
浄水場

7月から28年1月までコミュニティカフェまめり
（菅馬場3-7-

を消し、再発の防止を目的に絵を描きます。

登戸

専門家を交えて共通の悩みを共有します

場所 ニケ領せせらぎ館
（宿河原１-５-１）
内容

子どもの自由研究に役立つ教室

（ネーチャークラフト、竹細工など）
を開校

丘の上カフェ
（認知症カフェ）
事業

河童の気分が体験できる？

定員・料金 各回小学生以下20人
（当日先着）
、200円〜300円
かっぱ

専門家を交え、認知症に関心のある人、認知症の本人・家

❷河童の川流れ

族が何でも話せる場を定期的に開催します。

日時・場所 ８月１日㈯12時〜13時半、多摩川

実施団体 丘の上カフェ実行委員会

内容 ライフジャケットを着用し多摩川を約1㌔流れます
（雨天中止）

場所 三田こども文化センター、多摩区役所、みた・まちもり
カフェ
（三田1-12-1）
定員・料金 各回30人程度、100円

専門家の講演の後はカフェタ
イム

丘の上カフェ実行委員会☎090-6314-5332
（10時〜17時）

夏休み！エコフェスタ

小学生が夏休みの自由研究などに活用できる体験ワー

クショップや、環境学習イベントを開催します。楽しみな
がら身近にできるエコについて考え、実践しませんか。
日時 ８月５日㈬10時〜15時

場所
区役所１階アトリウムなど

体 験 し よ う

場所 区役所１階アトリウム、区役所玄関前他
★は当日9時半から、❖は当日12時半から受け付け。
区役所企画課☎935-3147、

935-3391

区役所
玄関前

※定員
（先着順）
、参加費はカッコ内に記載。

定員・料金 小学生以上20人
（当日先着）
、500円
❶❷ともに電話かFAXで多摩川エコミュージアム☎

900-8386

（10時〜16時）
。※開催日や内容などの詳細は二ケ領せせらぎ館ホー
ムページでも確認できます

時間

イベント
（定員／参加費）
★ソーラークッカー工作
（15人/500円）
、★マイデザインのエコバッグ作り
（10人
10時〜10時50分
/150円）
、ごみ分別ゲーム
★クリップモーターを作ろう！
（小学3年生以上10人/200円）
、★マイデザインのエ
11時10分〜12時
コバッグ作り
（10人/150円）
、★エコな食器洗い体験
（15人/100円）
❖牛乳パックでうちわ作り
（15人）
、❖割り箸でゴム鉄砲作り
（15人）
、ごみ分別
13時〜13時50分
ゲーム
❖竹笛・竹細工
（15人）
、❖新聞紙でエコバック作り
（10人/100円）
、❖エコな食
14時10分〜15時
器洗い体験
（15人/100円）
環境紙芝居
（各回15分） 10時55分、12時45分、13時55分
ガス管廃材を使った万華鏡工作教室
（各回8人、40分） 10時
（★）
、10時
40分
（★）
、11時20分
（★）
、13時
（❖）
、13時40分
（❖）
、14時20分
（❖）
10時〜15時
スケルトン型ごみ収集車の展示
12時10分〜12時半 ★打ち水
（=写真、13人）
電気自動車による発電実演
（ポップコーン作り） 10時半、12時半、14時半

※使用済みてんぷら油の回収も実施します
（10時〜14時半）

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

ここからたま区版です
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そら

たま音楽祭の出演者募集!

あいじえん
「宙」
からのコンサート

12月5日㈯に開催する
「たま音楽祭」
の出演者を募集します。

幅広い世代の人が楽しめる、ラテンミュージックを届けます。

詳細はお問い合わせください。

日時 ９月５日㈯14時〜16時半
（開場13時半）

募集対象 アマチュアのミュージシャン、

場所 星の子愛児園３階ホール
（菅稲田堤１-17-25）

パフォーマーなど10組程度

定員・料金 80人、大人500円、子ども300

応募資格

円
（小・中学生〜高校生）
ど

ん

で

ど

02
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❶〜❸の条件を満たすこと。

❶区内在住、在学、在勤または活動実

ん

出演 DonDeDon

績があること❷チラシの配布などの広報

７月21日から直接か電話で地域子育て支

活動や、当日の受付や会場案内などの運

援センター星の子愛児園
「宙」
☎944-1515、 944-1533。
［先着順］

軽快な音楽に体も踊りだす

幅広いジャンルの出演者を募集します

営業務に協力できること❸リハーサルからフィナーレまで終日参加できること
８月７日
（消印有効）
までに応募用紙に、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を直接か郵送で〒214-8570多摩区役所地

梨狩り＆藍染体験
バスツアー
ガイドが添乗し藍染め体験や老

外来植物de草木染め

舗料亭のランチを楽しみます。

自生する外来
植物を染料に

雨天決行

してTシャツを

集合・解散 JR登戸駅
（多摩川口）

染めます。

コース 伝統工芸館
（藍染め体験）
〜

日時・場所

明治大学平和教育登戸研究所資料

８月８日 ㈯９

館〜
（昼食：柏屋）
〜明治大学黒川農

時半〜12時半

場〜修廣寺〜三平果樹園
（梨狩り）

（開 場 ９ 時）
、

定員・料金 25人、6,000円
７月15日10時から電話でJTB
総合提携店スペース・プラン☎9330080。
［先着順］
区役所地域振興課☎935-3132、

し よう

犬・猫の適正飼養セミナー開催

老齢ペットとの暮らし方と終生飼養
老齢のペットと長く快適に、楽しく過ごす秘訣を学び
ませんか。お土産も用意しています。
日時 ９月５日㈯14時〜15時半
（開場13時半）
場所 多摩区役所１階講堂
オリジナルTシャツを
作りませんか

申し込み方法は市版5面参照

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

区で再発見!! プロが教える
夏休みおやこ食育講座
プロの料理人から美味しく簡単に作
れる料理を学びませんか。８月19日
㈬９時半〜13時半。 区役所1階栄養
室で。区内在住の小学生と保護者12
組。材料費
（実費）
。エプロン、三角布、

定員・料金 15人、1,000円
（材料費）
７月16日から電話で生田緑地東
口ビジターセンター☎933-2300、
933-2055。
［先着順］

ご近所サロンいくた〜
IN生田出張所
講座を通して、 地域で自分らしく
健康に暮らすことや、 近所とのつな
がりの大切さについて考えてみませ
ん か。９月９日 〜10月14日
（9月23
日は除く）
の水曜、主に10時〜12時、

市民自主学級
「たま親子学級」
子育てについて学び、仲間づくりを
する講座です。９月３日〜12月10日
（9
月10日、24日、11月19日を除く）
の木
曜と11月15日㈰、10時〜12時、全

935-3310、 935-3394。
［先
ペットを飼っていない人にも参考になるセミナー

多摩区社会福祉協議会

多摩老人福祉センター

〒214-0014多摩区登戸1763
☎935-5500、 911-8119

〒214-0012多摩区中野島5-2-30
☎935-2941、 933-5024

たまたま子育てまつり
ボランティア募集

パステルアート講座
パステルの粉を使い、指で風景な

と行政で開催するイベントを手伝いま

10日の月曜、13時半〜15時半、全３

50歳以上20人。1,200円
（教材費）
。

す。9月19日 ㈯10時 〜15時 … 事 前

回。同センター２階会議室で。1,000

７月16日10時から直接か電話で。

説明、 会場設営など。9月20日㈰8

円
（教材代）
。18色パステル、消しゴ

時45分〜17時…イベント運営
（来場

ム
（新品）
、手拭きタオル持参。 講師：

者整理、スタンプラリー補助など）
。

高橋ゆう子氏。市内在住の60歳以上

中学生以上。 両日とも昼食付き。

の15人。

８月31日までに直接か電話で。
［選考］

電話で。
［先着順］

[先着順]
市民自主学級
｢多摩区の歴史と今PartⅡ｣
区の豊かな水と川に焦点を当て、

11月14日、28日の土曜、主に13時
半〜15時半、全６回。多摩市民館他
で。30人。100円程度
（保険料など）
。
8月11日10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
☎366-2475、 366-0033

普通救命講習を開催
心肺蘇生法や自動体外式除細動器
（AED）
の使用方法に関する講義と実

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

ふるさとなんでも相談会

13回。多摩市民館で。区内在住の２

街の歴史や文化について研究し、

〜４歳の就園前の子どもと保護者15

「ふるさと」
への理解を深めませんか。

組。1,700円程度
（保険料など）
。講

❶８月１日㈯13時〜16時❷２日㈰10

師：小宮路敏氏
（元玉川大学講師）
他。

時 〜12時、13時 〜16時。 全２回。

７月31日
（消印有効）
までに子どもの

号を記入）で区役所衛生課☎

全５回。 生田出張所他で。 おおむね

月12日、26日、10月10日、31日、

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

ミナー名・参加者氏名・電話番

どを描きます。７月27日、８月３日、

生活と文化活動について学びます。９

多摩市民館

８月３日から電話かFAX
（セ

子育て支援団体、企業、商店など

品衛生協会。

電話で。
［先着順］

講師 水越美奈氏
（日本獣医生

着順］

布巾、手拭きタオル持参。講師：区食
７月16日から直接か

定員 50人
命科学大学獣医学部准教授）

生田緑地整備事務所

935-3391

区のお知らせ

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もダウンロード可

生田緑地に

日時 ９月４日㈮9時〜17時ごろ。

しゅこう じ

域振興課☎935-3239、

多摩図書館整理室で。

同館で配布

氏名
（ふりがな）
、 性別、 生年月日を

中の相談用紙を7月29日
（必着）
までに

記入し往復ハガキで。
［抽選］

直接か郵送で。

技を学びます。８月22日㈯９時〜12
時。多摩消防署３階講堂で。市内在住、
在勤、在学の30人。 ８月４日９時か
ら直接か電話で。
［先着順］
保健福祉
センター

健診案内
日程

１ 歳 児 ８月６日
歯 科 健 診 （木）

受付時間

７月15日９時から直接か

市民健康の森
❶７月18日㈯、雨天時25日㈯
❷８月16日㈰、雨天時23日㈰
❸９月19日㈯、雨天時26日㈯
いずれも9時半〜昼ごろ
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局
（大江原）
☎933-9246
（９時〜18時）
区役所地域振興課
☎935-3131、 935-3391
区役所地域保健福祉課
対象・内容など

935-3276
［先着順］

歯科健診と歯科相談。1歳 ７月16日から
❶９時〜９時半
３カ月未満で、歯が生え
電話で
❷９時半〜10時
ている乳幼児、各回15人 ☎935-3301

※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

