まちの情報はネットで見る！ 記事 岡本
チラシギャラリー新機能のご紹介

ま ち づ くり
TOPICS

平成 29 年４月にまち協のプロジェクトから独立して
一般社団法人として出発した「マグネット多摩」改め、
「（一社）まぐたま」の岡本です。「まぐたま」も２年目
に入り、チラシギャラリーへの投稿チラシ数も常時
180 枚を超えております。また新機能の知りたい日程
の検索ができる「カレンダー検索」も好評です。
ぜひ、お試しください。

多 摩 区まちづくり協 議 会 が 内 外 で 行っている
さまざまな 活 動 の 紹 介や、身 近 なまちの 情 報
などを、トピックス仕 立てでお 届けします！

部会・プロジェクトの
メンバーを随時募集中！

農園紹介 ―石井農園

情報

【研修企画部】 まちづくり活動に役立つ学習会や交流会を
企画実施
【多摩エコスタイルプロジェクト】
エコ意識の向上や商店街と連携したエコ啓発

【ホームページ】https://www.magtama.jp/gallery/

矢野

各種野菜やナシ・柿・ブドウなどの果物、20 種類
以上を有人で販売。ご主人は勤め人時代、販売を担
当していたので物を売るのは好きですが、作るのはま
だまだ親父さんにはかなわないとのこと。「この前買っ
た里芋は美味しかった」などお客様の声をお聞きする
の が 励 み に、また福
祉施設や保育所など、
地 域の施 設とお 付き
合いできるのも、この
仕事のやりがいとのこ
とでした。
【住所】 多摩区登戸 2367 番地
【開店時間】7：30 〜 10：00（完売しだい閉店）
【連絡先】 smart.23-09@docomo.ne.jp

今年度、第６期（平成 30・31 年度）がスタート
しました。今後、活動をさらに盛り上げていくため、
下記部会・プロジェクトに参加していただける方を広
く募集します。まちづくりに関わってみたい方、地域
デビューしてみたい方のご応募をお待ちしています。

【広報編集部】 広報誌やホームページで多摩区の魅力を発信

【まち協ホームページ】
http://tamaku-machikyo.com/

記事

（石井 真博さん）

参加したい方や詳細を知りたい方は、地域振興課ま
ちづくり推進係までご連絡ください（連絡先は４面）。

プロジェクト

任意団体「たまむすび」として
新たにスタートしました！ 記事

商店会と一緒に
活動をしています

稲田

記事

本多

多摩エコスタイルプロジェクトの今期の主な活動は、
エコポイントカードの更なる普及と環境意識の向上です。
そのために多摩区商店街連合
会の安陪会長やエコポイント
カードを導入されている商店会
の会長や関係者と多摩区エコ
商店街推進会議を立ち上げま
した。また、環境啓発の PR 活
（写真１）
動として、５月 26 日（土）に
開催された登戸まちなか遊縁
地に（写真１）、７月 21 日（土）
には民家園通り商店会の夏祭
りに参加しました（写真２）。

多摩区の子どもたちのために地域の団体をつなぐ活
動をしている「たまむすび」です。平成 30 年３月末
までは多摩区まちづくり協議会のプロジェクトとして活
動していましたが、４月から任意団体として新たにス
タートしました。地域団体との情報共有や団体へのサ
ポートを目的に、新たなメン
バーも加わり活動しています。
年度末には交流会を行う予定
です。子どもたちのためにボラ
ンティアをやってみたい方は老
若男女を問わず、ぜひご一緒
たまむすびが制作した
すごろくで多世代交流
に活動しましょう！

（写真２）

【連絡先】penguin.teruteru@gmail.com（イナタ）

今年度のまち協の活動予定

情報

平成 30 年５月 23 日（水）の総会をもって第６期

予定です。多くの区民の皆さまのご参加をお待ち申し

がスタートしました。今年度も運営委員会を中心に、

上げます。なお、
日程等詳細につきましては、
まち協ホー

地域の課題について意見交換を行う「たまサロン」を、

ムページ等でご確認ください。

平成 31 年２月 11 日（月・祝）にはまち協最大イベン
トである「まちカツ！（まちづくり活動発表会）」を実
ニティの大切さ」を今期のテーマとして掲げ、検討グ
ループを３つ（①支え合い ②安心・安全 ③子ども・
づくり活動に役立つ学びの場）」
「多摩★まちカフェ（区

まちカツ！
（ポスターセッション）

民・活動団体との情報交換や交流の場）」を、他都市

多摩★まちカフェ（生田緑地の魅力）

の先進事例を学ぶ「他都市視察研修会」を開催する

多摩区まちづくり協議会
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検索

加藤

今年 4 月に川崎市の水没ハザードマップが更新され、
また西日本豪雨災害も発生したことも相まり、徐々に防災
意識が高まる中、９月２日（日）、ちょっと変わった防災訓
練が菅中学校にて開催されまし
た。段ボールキャタピラーでほふ
く前進の訓練を想定するといった
運動会的要素のある企画や、防
災食のグランプリを決めようという
企画など、特に子どもが楽しめそ
うな内容が盛り込まれていました。
雨天により全ての実現は叶いま
せんでしたが、開会には地域の
方 や 市 の 職 員 など、合 わ せ て
1,000 名以上が参集し、災害時
の啓発活動が行われました。

たまアトリウムコンサート

第 60 回記念コンサート

チーム・たま

記事

小澤、村田

「看取りが怖い」という声から、多摩区在宅療養の推
進活動を行うに当たり、中村健医師（代表）が橋渡し
となり、平成 25 年９月に「チーム・たま」を結成。多
摩区内の医療関係者、介護・福祉事業者、地域包括
支援センター、行政、賛同する他職種の有志が連係し
ながら、医療・介護・福祉を必要とする人が後手や後
悔のないようにサポートし、アドバイスする機関です。
今後も多くの参加団体がつながるように希望していま
す。なお、年２回公開講座
を開催しており、今年は 12
月４日（火）に予 定してい
ますので、ぜひ受講してみ
てはいかがですか。
【お問い合わせ】
中村クリニック（中村健 医師）電話 / ファックス 044-954-1188

区内のイベント情報（10 月〜 12 月）

情報

60 回目を迎える今回は、多摩市民館大ホールに会場
を移し、２部構成でスケールアップして開催します。
入場無料。当日先着 900 人（①のみ小学生以上）。
【日時】 10 月 17 日（水）13 時 30 分〜 15 時 40 分
【場所】 多摩市民館 大ホール
【プログラム】
①第 60 回記念カルテット（開場 13 時）
出演：丹沢広樹、小田桐陽一、村上曜、丹沢規子
曲目：メンデルスゾーン ピアノトリオ第１番より 他
②村上敏明 テノールミニコンサート
（開場 14 時 35 分頃）
曲目：オー・ソレ・ミオ、日本の歌曲より 他

施する予定です。また、研修企画部では「地域コミュ

子育て）立ち上げ、秋以降に「多摩★まち大学（まち

まるで運動会！？
多摩区総合防災訓練

■第 41 回多摩区民祭

10/20（土）9:30 〜 ＠生田緑地中央広場 他

■生田緑地でプチピクニック

10/28（日）10:00 〜 ＠生田緑地中央広場 他

■平成 30 年度 第２回多摩区総合防災訓練

11/ 4（日）10:00 〜 ＠川崎市立三田小学校 校庭・体育館

■多摩区食の祭典

11/25（日）9:00 〜 ＠生田緑地中央広場周辺

■第８回たま音楽祭

12/ 1（土）13:00 〜 ＠多摩市民館２階ホール 他

■稲城市・多摩区連携ウォーキング

12/ 8（土）8:15 〜 受付開始（9:00 出発）
＠（集合）大丸公園（南武線南多摩駅下車徒歩５分）

【お問い合わせ】

多摩区役所地域振興課 電話 044-935-3141

※ イベントの内容は変更になる場合がございます。
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