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　区内の魅力を発見するまち歩きのモデルコースを多摩区観
光協会ホームページで紹介中。地図は印刷できます。
区役所地域振興課☎935-3132、 935-3391

まち歩きコース
レシピの詳細は、 検索ピクニックタウン多摩区

検索多摩区おすすめコース
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３月 4月4/1㈯区役所の一部窓口を
臨時に開きます

時間	 ８時半～12時半	※取り扱い業務などの詳細は市版４面をご覧ください
	 	 ★朝の時間帯が比較的空いています。
	 	 ※第２、第４土曜は年間を通じて開設(８時半～12時半)
	区役所区民課☎935-3154、 935-3392

	 区役所保険年金課☎935-3164、 935-3392

子どもから大人まで楽しめる！
「選んで食べよう！ディップサンド」
材料(４人分)＊グリーンディップ編
フランスパンかコッペパン、リーフレタス3枚／鶏ハム…鶏むね肉1枚、
塩	小さじ２、砂糖	小さじ２、酒	大さじ２／ディップ…むき枝豆40g、
小ネギ40g、クリームチーズ	100g、かつお節2.5g、しょうゆ	大さじ１
作り方❶鶏むね肉を観音開きにし、塩・砂糖を振り、ビニール袋に入れて酒を加え、30
分以上置く。❷❶をラップ上で端から丸め、表面をラップで巻き、その上からアルミホ
イルを巻く。沸騰したお湯に５分入れ、火を止め鍋にふたをして冷めるまで１時間置いた
後、輪切りにする。❸ゆでた枝豆を小口切りにした小ネギ、クリームチーズ、かつお節、しょ
うゆと合わせる。❹切り込みを入れたパンにリーフレタスと❷を挟み、❸をのせて完成。

　二ケ領用水宿河原堀（左記❺）とその周辺をガイドの解説を聞きながら歩き
ます。世界で最も進んだ新聞印刷工場も見学します。花苗のプレゼントも。
日時・集合場所　３月31日㈮１0時半～１６時ごろ。雨天決行、宿河原駅改札前
コース　二ケ領用水宿河原堀→市緑化センター→日経東京製作センター川崎
工場→久地円筒分水→武蔵溝ノ口駅	（約４km）
定員・料金　30人、300円（保険料、資料代など）
３月15日から電話かFAXで参加者全員の住所・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］

春の二ケ領用水を歩く＆新聞印刷工場見学ツアー

　オリジナルサンドレシピコンテスト（１月20日～２月15日開催）の最優秀作品
が決定しました。間もなく花見の季節、桜の名所にサンドイッチを作って出掛
けましょう。
区役所地域振興課☎935-3132、
935-3391

　市内有数の桜の名所として知られる二ケ領用水（宿河原
線・上河原線）沿いでは、各所で桜まつりが行われます。
多摩川桜のコンサート
４月１日㈯12時～15時、
二ケ領せせらぎ館前
二ケ領せせらぎ館☎900-8386
台和桜まつり
４月２日㈰10時～15時、
紺屋橋付近から一本圦橋
台和桜まつり実行委員会(木澤)

☎090-3224-3352(９時～19時)

春の緑化フェアー＆さくらマルシェ
４月１日㈯～２日㈰10時～15時、
市緑化センター
市緑化センター☎911-2177
桜まつり
４月２日㈰13時～、
宿河原八幡宮
宿河原堤桜保存会(関山)

☎933-7015(９時～18時)	

日時・集合場所　４月5日㈬９時～16時半ごろ
(雨天決行)、久地駅
コース　二ケ領用水宿河原堀→伝統工芸館→
枡形山展望台→（昼食：旭鮨）→麻生川→菅北
浦の桜通り→登戸駅
定員・料金　25人、4,500円(藍染体験料、昼食代、保険料など)

藍染体験＆桜を巡るバスツアー

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

ボランティアガイ
ドおすすめ！
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空いています

土曜
開庁日

　ガイドが添乗し、多摩区、麻生区の桜をバ
スで巡ります。寿司屋のランチも楽しめます。

閉庁日

レシピコンテスト最優秀作品発表！ 春の二ケ領用水～さくら巡り～
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区内のお出かけ情報やピクニックに関する情報を、フェイスブックで発信しています。 問区役所地域振興課☎935-3132検索

　家庭で育児をしている保護者と就学前の子どもが自由に集える場です。
月に一度（4、８、９月を除く）開いています。

定員　各会場当日先着50組
内容　手遊び、親子体操、パネルシアター、手作りおもちゃ、育児相談など

区役所保育所等・地域連携☎935-3177、 935-3276

「ママとあそぼうパパもね！」

検索多摩区こそだてweb

たま学びのフェア２０１７ 発見・体験・学びの日　
　多摩市民館で活動するサークルやグループが、演奏、ダンスなど、日
頃の活動を紹介します。多くの学びに触れてみませんか。
日時・場所　３月11日㈯、12日㈰、10時～16時、多摩市民館

多摩市民館☎935-3333、 935-3398

　28年度の市民自主学級・自主企画事業
の報告会です。実際の取り組みの振り返
りから今後の活動のヒントを探ります。

生涯学習
交流会

　委員が日頃感じている区の地域課題
を出し合い、分類・整理し、テーマ設定
に向けて専門部会を設置しました。

区役所企画課
☎935-3147、 935-3391

２つの専門部会が決まりました！

地域デビューひろば ～地域活動へのはじめの一歩！～

　市民活動やボランティアに関心はあるけど、どうしたらよいか分からな
い…。まちづくり協議会があなたの地域デビューをお手伝いします。
日時　３月23日㈭13時半～16時半 
場所・定員　区役所11階会議室、100人
内容　❶講演「ボランティア・市民活動って何だろう」
 講師：牧岡英夫氏(共育ひろば主宰)
　　　❷団体の活動紹介（福祉、環境、子育て支援など21団体）
 ❸交流・相談（団体から個別にじっくり話を聞くことができます）

電話、FAX、メールで区役所地域振興課
☎935-3148、 935-3391、 71tisin@city.kawasaki.jp

※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

健診名 日程 受付時間 対象・内容など ［先着順］

１歳児
歯科健診

４月
６日㈭

❶9時～9時半
❷9時半～
　10時

歯科健診と歯科相談。１歳
３カ月未満で、歯が生えて
いる乳幼児、各回15人

３月16日
から電話で
☎935-3117

健診案内保健福祉
センター

区役所地域支援担当 935-3276
(電話受付時間は８時半～12時、13時～17時15分)

多摩市民館
〒214-8570多摩区登戸1775-1

☎935-3333、 935-3398　

  多摩ふれあいまつり 
ボランティア募集 　

6月18日㈰開催の「多摩ふれあいまつ
り」を一緒に盛り上げませんか。高校生
以上。 直接か電話で区社会福祉
協議会☎935-5500、 911-8119。

まちづくり局交通政策室
☎200-2034、 200-3970

 路線バス社会実験結果報告会
　昨年８月から実施した向ケ丘遊園

区役所企画課
☎935-3147、 935-3391

 28年度磨けば光る多摩事業報告会
　地域課題の解決につながる活動を
区と協働で実施した、市民活動団体
の報告会を開催します。３月10日㈮
１０時～12時(開場9時40分)。 区役
所10階会議室で。当日先着30人。

 28年度大学・地域連携事業報告会
　区内に立地
する専修大学、
明治大学、日
本 女 子 大 学
が、地域や区
と実施した事
業の取り組み結果を報告します。３
月24日㈮13時半～15時半(開場13
時)。 区 役 所11階1101会 議 室 で。
当日先着30人。

駅～たまプラーザ駅間の路線バスの
社会実験の結果、本格運行が決まり
ましたので、結果報告会を行います。
３月17日 ㈮19時 ～20時(開 場18時
半)、多摩区役所6階601会議室で。
当日先着70人。

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　

  青春の歌声喫茶
　1960～1970
年代のヒット曲、
フォークソングを
ピアノやサックス

の生演奏に合わせて歌いましょう。３
月23日 ㈭❶10時 ～12時❷13時 半
～15時半。 同センター３階ホール
で。市内在住の60歳以上、各80人。
100円。 ３月15日９時から直接か
電話で。[先着順]

多摩図書館
☎935-3400、 935-3399

  春のおはなし会
　大型絵本を使った特別なおはなし
会。家族で楽しめます。４月９日㈰❶
10時半～11時、❷11時15分～11時
45分。いずれも多摩図書館整理室で。
２歳くらいから。

申し込み方法は市版 5面参照

第54回 たまアトリウムコンサート
春はそこまで！　フルートの音色とともに

日時・場所　３月15日㈬12時～12時40分、
区役所１階アトリウム
出演　 デュオ ノエル…髙木由花（フルート）、 

石川彰子（ピアノ）
曲目　オーバー・ザ・レインボー他

区役所地域振興課☎935-3132、 
935-3391

　地域への関わりが、日々の生活を楽しく、
豊かなものにします。地域の魅力アップに
つながるヒントを学び、考えてみませんか。
日時・場所　３月21日㈫14時～１７時ごろ、
区役所11階会議室
内容　講演、ワークショップ
講師　橘たか氏(東京都地域支援アドバイザー )
定員　当日先着30人程度

区役所地域振興課☎935-3133、 935-3391

町内会・自治会から考える地域の魅力アップ講座

委員長 杉下さん

　今後、各部会
で調査審議しな
がら議論を深め
ていきます。

検索たま学びのフェア2017

日時　3月11日㈯13時半～16時（開場13時15分）
場所　多摩市民館視聴覚室
定員　当日先着30人

場所　区役所１階アトリウム
日時　３月23日㈭10時～14時

区役所地域ケア推進担当
☎935-3267、 935-3276

パサージュ・たま
（障害に関する展示など）

たま学びのフェア
マスコット「ピピ」

菅地区
菅こども文化センター

（６・７月は、地域子育て
支援センター「宙

そら

」）

主に第３木曜、
10時～11時半

登戸地区 すかいきっず 主に第２火曜、
10時～11時半

生田地区 生田道院 主に第２木曜、
10時～11時半

第６期区民会議

　少子高齢化は、まちの活力、持
続可能性を左右します。若い世帯が
移り住みたいと思うまちづくり以外
に打開策はありません。そのために

取り組むべき課題は
何か。解決策を探り
たいと思います。

　地域包括ケアシステムの具体
化について、いろいろな角度から
検討した上で、課題を出し、行政
や関連部門と連携しながら、解決

策を提言にまとめ
たいと考えていま
す。

B部会長 本多さんA部会長 山吉さん

髙木由花 石川彰子


