
5たま広報2023年（令和5年）3月20日号 桜シーズン到来！　春を満喫しよう！

d日時・日程・期間　b場所　t対象　c定員　s費用（記載のないものは無料）　n内容　m申し込み　i問い合わせ　URLホームページアドレス
市外局番の記載のない電話番号などの市外局番は、（０４２）です。申し込みの宛て先住所が記載されていない場合は、郵便番号のみで送れます。

d①４月１日㈯～10日㈪午後５時～10時(桜の
開花状況により期間・時間を変更する場合あ
り)②４月２日㈰午前10時～午後４時b①多摩
センター駅北側乞田川沿い②長久保公園n①桜
並木に沿ってちょうちんを設置②フードカー・
屋台の出店、子ども向けチャレンジゲームの開
催、子どもに綿あめ・ポップコーンなどをプレ
ゼント備考②はテーブル・椅子ありm当日直接
会場へi・主催多摩センター商店会事務局〔桜総
合管理㈱内〕☎(339)5811

多摩センター桜まつり多摩センター桜まつり
桜イルミネーション＆お花見広場桜イルミネーション＆お花見広場
～桜への～桜への想想

お もお も

いは満開に～いは満開に～

市内の桜スポットをご紹介します。
満開の桜をお楽しみください！

d４月２日㈰午前10時～午後５時協力関戸・一ノ宮コミュニティセンター運営協議会後援
多摩市ほか備考雨天一部決行。詳細は、桜ヶ丘商店街連合会 URLhttps://seiseki-s.com/
htm/sale_evt/list.asp?ix=e 参照m当日直接会場へi・主催第42回せいせき桜まつり実行
委員会☎(373)5869

第42回第42回
せいせき桜まつりせいせき桜まつり

笑顔サク、夢サク、花サク、桜まち笑顔サク、夢サク、花サク、桜まち
４年ぶりの開催にワクワク、みんなのこころも桜色！４年ぶりの開催にワクワク、みんなのこころも桜色！

d４月４日㈫午前10時～正午集合当日午前10時
～11時に、旧多摩聖蹟記念館へn都立桜ヶ丘公
園内の緑豊かな自然を散策共催多摩市植物友の
会備考雨天中止。歩きやすい靴と服装で。当日
は資料を配布し、各自で観察i教育振興課☎

(338)6883

４月の自然観察会「サクラ」４月の自然観察会「サクラ」

場所 内容など
さくら広場（ヴィータ・
コミューネ前） nオープニングセレモニー（withラスカル）、キッズダンス＆吹奏楽、よさこい踊り他

多摩ボランティア・市
民活動支援センター

nバルーンアートプレゼントi多摩ボランティア・市民活動支援センター（ヴィータ）☎
（373）6611

関戸公民館ヴィータホ
ール nキッズダンス、よさこい踊り、ベリーダンス（1２：００）i関戸公民館☎（37４）9711

関戸公民館市民ロビー n音楽の玉手箱～身近なクラシックを楽しもう～（13：００）曲目愛の夢第3番、コルドバ、マラ
ゲーニャ、日本の四季より「春がきて、桜が咲いて」他i関戸公民館☎（37４）9711

関戸公民館茶室 nお茶室をのぞいてみよう（1０：００）講師多摩市茶道連盟i関戸公民館☎（37４）9711
関戸公民館ギャラリー n子どもからの震災メッセージ展〔４/1㈯9：００～17：００、２㈰9：００～16：００〕

関戸公民館大会議室 nさくら寄席（1４：００）出演多摩落語寝床の会i関戸公民館☎（37４）9711、多摩落語寝床の会
amail@nedokonokai.com

さくら通り nパレード（1日署長「ハローキティ」他）、K
カ オ ア ー ト

AOART（道路にらくがきしよう）他
京王聖蹟桜ヶ丘SC　A
館前広場

n総合案内所、せいせきクイズラリー（1０：００）、「あらいぐまラスカル」グリーティング、桜まつ
りフェア他

ザ・スクエアSC n館の内外で子ども縁日
健康センター駐車場 n白バイ・ミニパトカー乗車体験、消防車展示、防災安全コーナー煙体験ハウス
九頭龍公園 nふれあいミニ動物園、遊びのひろば、フラダンス、多摩中なぎなた＆吹奏楽ほか
観蔵院境内特設ステー
ジ（東寺方1-3-15） n和太鼓、バンドパフォーマンス、キッズダンス、演舞ほか

▲�桜スポッ
ト情報

▲開花状況 ▲�桜WEB
マップ

宝野公園＆宝野公園＆
奈良原公園奈良原公園

　シートを広げてお花見するのにベストな公
園。晴れた日には富士山も望めます。

都立都立
桜ヶ丘公園桜ヶ丘公園

　お花見坂や旧多摩聖蹟記念館周辺に桜が咲
きます。

多摩多摩
よこやまの道よこやまの道
丘の上広場丘の上広場

　多摩よこやまの道東端の広場
です。広場の下のシダレザクラ
も綺麗です。

多摩多摩
よこやまの道よこやまの道
さくらの広場さくらの広場

　エドヒガンが咲きます。見ご
ろはソメイヨシノより少し早め
の3月下旬ごろです。

乞田川乞田川
　約３kmに渡り500本以上の桜
が咲き誇ります。
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！
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i経済観光課☎(338)6909、v(337)7659

市役所２階経済観光課で桜マップを配布しています！



2023年（令和5年）3月20日号 たま広報6 求人・募集、愛称は「K
キ

IT
タ

AK
カ

AI
イ

さんぽ館」に決定

教育振興課・学校支援課・教育指導課はベルブ永山に移転しました 詳細は、公式ホームページをご覧ください。
i教育振興課☎(338)6872教育

令和５年度会計年度任用職員

職種など下表の通り雇用期間令和
６年３月31日まで（勤務成績が良好
な場合は更新可）備考詳細は、３月
20日㈪から公式ホームページに掲載
または市役所３階人事課、聖蹟桜ケ
丘駅・多摩センター駅各出張所、永
山公民館で配布の募集要項参照。必
要書類提出前に、公式ホームページ
のインターネット手続きで要事前申
請mi４月10日㈪までに、郵送また
は直接持参で、必要書類
を、〒206－8666人事課☎
（338）6804へ

募集職種 募集人数
庁舎管理員 2人程度
犯罪被害者等相談支援員

各１人程度

虐待対策コーディネーター
介護認定調査員
旧多摩聖蹟記念館専門員
教育相談員（週24時間）
保育補助員
栄養士Ａ（給食センター）

「多摩市援農ボランティア講習
会」第９期受講生
　担い手不足や高齢化が進む都市農
業を持続させていくために、基本的
な農作業を学び、農作物の生産を手
伝います。
bn市内農家の畑＝毎月２～４回程
度の実習、農林水産振興財団講堂

（立川市富士見町3－8－1）＝開講・
修了式、座学t農業に興味があり、
講習会終了後に市内の農家で農作業
の手伝いが可能な市内在住・在勤・
在学者c８人（応募者多数の場合は
抽選）備考詳細は、要問い合わせ
mi３月22日㈬～４月５日㈬に、直
接、市役所２階経済観光課☎（338）�
6848へ

第33回映画祭 TAMA映画フォ
ーラム新規実行委員募集説明会
d４月16日、５月14日、各日曜日午
後３時30分～４時45分b消費生活セ
ンター講座室（ベルブ）c各25人（申
し込み先着順）備考活動報酬・交通
費などの支給なしmi各説明会前日
までに、メールまたはインターネッ
ト手続きで、住所・氏名・電話番
号・参加希望日を、TAMA映画フォ
ーラム実行委員会atcf-recruit@
tamaeiga.org、URLhttps://www.
tamaeiga.org/staff/、☎（337）
6661へ

永山フェスティバル企画運営委員

　今年で24回目を迎える永山フェス
ティバル。楽しい企画の提案や開催
当日の運営などで一緒に盛り上げま
しょう！　まずは、企画運営委員会
にご参加ください。
備考委員は随時募集。会議は、12
月・１月を除く毎月第１水曜日午後
７時30分～９時に開催。第１回は、

　岩
いわ

倉
くら

貴
たか

子
こ

さん（市内在住）の作品
に決定しました。
　岩倉さんの「散歩しながら立ち
寄れば、人と文化の交流や新しい
発見があり、明日へとつながる施
設になりますように」という想

おも

い
を大切にし、市民の皆さんが気軽
に立ち寄れ、末永く愛される魅力

ある施設を目指していきます。
　愛称に応募・投票いただいた皆
さん、ありがとうございました。
i文 化・
生涯学習
推進課☎
（338）6882

愛称は「K
キ

IT
タ

AK
カ

AI
イ

さんぽ館」に決定!!
（市民活動・交流センター、多摩ふるさと資料館）

４月５日㈬に消費生活センター講座
室（ベルブ）で開催予定mi電話また
は直接、永山フェスティバル実行委
員会事務局（永山公民館内）☎（337）�
6661へ

あなたのまちづくり活動を応援
します！「令和５年度の活動助
成金」
tまちづくりに取り組む団体や個人
による生き生きとしたまちづくり
（都市環境の整備改善活動や美化活
動、歴史文化を活

い

かしたまちづくり
など）に関する活動・調査研究助成
額１件40万円以内（単年度の活動な
どに対して助成）決定方法５月下旬
に運営委員会で選考の上、決定備考
多摩市の支出金（補助金・委託料な
ど）との併給は原則不可（助成対象外
事業で市の支出金の受給は可）。詳
細は、公式ホームページに掲載また
は市役所東庁舎２階都市計画課、市

内各コミュニティセンターで配布の
募集要項参照mi３月22日㈬～４月
20日㈭必着の、郵送で、必要書類を、
〒105－8574港区芝３－33－１三井住
友信託銀行個人資産受託業務部公益
信託グループ多摩まちづくりファン
ド申請口☎03（5232）8910へ

令和５年度生産緑地地区追加指定

　①②の順で手続きをしてください。
① 生産緑地地区指定願書の受け付け
(事前申請)
備考日程調整の上、農業委員会と都
市計画課の現地確認に要立ち会い
mi４月３日㈪～17日㈪に、直接持
参で、市役所２階経済観光課内多摩
市農業委員会事務局☎（338）6848へ
② 生産緑地地区指定申請書の受け付

け(本申請)
mi５月22日㈪～６月２日㈮に、直
接持参で、市役所東庁舎２階都市計
画課☎（338）6856へ

　5月5日号の原稿受け付けは３月27
日㈪～4月3日㈪です（先着30団体）。
掲載には条件あり（掲載規定参照）。掲
載規定・掲載用紙は公式ホームページ
に掲載の他、市役所３階秘書広報課、
聖蹟桜ケ丘駅・多摩センター駅各出張
所、永山公民館で配布。
※�詳細は各連絡先へ。市は関与しません

会員募集
※場所は、主な活動場所です
朗読研究会＜彩

サイ

風
フウ

＞d毎月第２・４月
曜日13:00～16:00b永山公民館学習室
ほかt年齢、経験、男女不問s入会金
（1,000円）、月会費（3,000円）備考見学
可（要予約）。講師＝草野裕

ひろし

氏（俳優）。
楽しく朗読力を高めますi☎090（14�
26）5853クサノ
社交ダンス・ウィングd①毎週月曜日
13:30②毎週金曜日10:00b①多摩②東
愛宕各中学校クラブハウスt初級～中
級s入会金（1,000円）、月会費（3,000
円）備考的確な運動理論の基、美しい
社交ダンスを共に！i☎080（6650）02�
00斎藤
貝取テニスクラブd原則毎週火・水・

土・日曜日、祝日の8:00～16:00、金
曜日の午前中b貝取北公園テニスコー
トt高校生以上の市内在住・在勤者s

入会金（3,000円）、年会費（12,000円）
備考原則日曜日に球出し練習無料体
験。ホームページありiakaidori@
hotmail.com�杉山ヤスコ
聖ヶ丘英会話クラブd毎月第２・４火
曜日13:00～15:00bひじり館tどなた
でもs入会金（無料）、月会費（1,000
円）備考コミュニケーションを重視し
つつ簡単英語を。現在全員シニアです
i☎（375）3247宮

みや

耕
こうせい

生
ストレッチ体操同好会d毎月第2・４火
曜日13:30～15:00b二幸産業・NSP健

けん

幸
こう

福祉プラザ3階t60歳以上の市内在住
者s入会金（無料）、月会費（1,000円）備
考健康維持のためのいすやマットを使
ったストレッチ体操i☎（374）5446林
健康体操ひまわりd月３回水曜日9:30
～11:30b和田中学校クラブハウスt

楽しく健康になりたい方s入会金（無
料）、月会費（2,500円）備考無料体験に
参加してみませんかi☎080（1198）38�
86松尾
フォークダンス同好会d毎月第１・
３・４水曜日10:00～12:00b二幸産業�
・NSP健

けん

幸
こう

福祉プラザ多目的フロア
他t60歳以上の市内在住者の女性s入

会金（1,000円）、月会費（1,000円）i☎
（337）0468手島
伝統芸能たまいち座(玉すだれ他)d毎
月第２水曜日・第3日曜日13:30～15:�
00b多摩ボランティア・市民活動支援
センター活動室（ヴィータ）t小学生以
上s入会金（無料）、月会費（1,000円）
i☎090（8512）3130石橋智恵子
アロマヨガのびのびの会d毎月第1・
3木曜日10:00～12:00b関・一つむぎ
館（予定）t女性s入会金（1,000円）、
年会費（500円）備考個人に合わせてプ
ログラムを組み立てるメディカルヨガ。
別途参加費1,000円、会場費200円ia 

akimiyo@hotmail.co.jp�御
み よ

代聡
あき

子
こ

ELC(英会話)d毎月第１～４木曜日
13:00～15:00b二幸産業・NSP健

けん

幸
こう

福
祉プラザ視聴覚室t60歳以上の市内在
住者s入会金（1,000円）、月会費（2,00�
0円）備考初心者歓迎i☎（373）1185山

やま

崎
ざき

徹
多摩短歌会d毎月第2日曜日13:00～
16:00b関・一つむぎ館tどなたでも
s入会金（無料）、月会費（1,000円）i
☎（373）7007池田
トム将棋クラブd毎週日曜日13:30～
17:30bT

ト ム

OM�H
ハ ウ ス

OUSEt将棋の好き
な方どなたでもs入会金（100円）、年
会費（2,000円）i☎（337）1962安部

卓友会d毎週日曜日13:00～16:00b落合
中学校クラブハウスt卓球を楽しみた
い方s入会金（1,000円）、年会費（3,�000
円）（2期に分割）備考体験・見学大歓迎。
気軽に参加してください。一緒に楽し
みましょうi☎（372）0809田中三夫

催し案内
地域の資源等を活用した結婚支援d 

3/21㈷10:00～12:00b関戸公民館和室
２s無料備考結婚を希望する男女の
会です。友人と参加し恋活しようi多
摩市レクリエーション協会aha5ru2�
gon7@yahoo.co.jp�松本
みんなの音楽祭「音とひと」13ステージ
d3/27㈪～29㈬12:30～20:00bパルテ
ノン多摩小ホール他s無料または各
1,000円備考気軽なクラシックコンサ
ート。教育委員会後援i多摩ユースオ
ーケストラ☎080（3204）5711山本
社交ダンス無料講習会d3/27、4/3、
各月曜日13:30～16:00b永山公民館集
会室s無料備考プロ指導iニューレッ
ツダンス☎090（5494）5020田所
精神疾患からの回復を助ける家族の対
話法d4/1㈯13:30～16:00b二幸産業・
NSP健

けん

幸
こう

福祉プラザs300円（資料代）
備考講師＝高森信子氏iサンクラブ
多摩☎（371）3380藤岡



7たま広報2023年（令和5年）3月20日号 市政その他のお知らせ

d日時・日程・期間　b場所　t対象　c定員　s費用（記載のないものは無料）　n内容　m申し込み　i問い合わせ　URLホームページアドレス
市主催の催し物などは、変更・中止する場合があります。事前に主催者にお問い合わせいただくか、ホームページなどでご確認ください。

令和５年度版「ごみ・資源収集カ
レンダー」を市内全戸に配布中
　地区により配布時期が異なります。
３月24日㈮までに届かない場合はご
連絡ください。
iエコプラザ多摩内ごみ対策課☎

(338)6836

最低制限価格・低入札調査価格基
準額の算定方法が変わります
t令和５年４月１日以降に総務契約
課から発注する競争入札案件備考
詳細は、公式ホームペー
ジ参照i総務契約課☎(3 
38)6808
▼�最低制限価格・低入札調査価格基準額の設
定範囲

改正後 改正前
予定価格（税抜）の10
分の7.5～10分の9.2の
範囲内

予定価格（税抜）の10
分の7～10分の9の範
囲内

国民年金保険料がスマートフォ
ンアプリ〔電子（キャッシュレ
ス）決済〕で納付できます
備考詳細は、日本年金機構URLhttps: 
//www.nenkin.go.jp/index.html 
参照iねんきんダイヤル☎0570(05)
1165(ナビダイヤル)、050から始ま
る電話の場合＝☎03(6700)1165

多摩地域で自転車ロードレース
が開催されます！
　東京2020大会オリンピック自転車
競技ロードレースのコースを活用し
た自転車ロードレースが多摩地域で
開催されます。市は、コース自治体
として大会運営に協力するとともに、
これを契機とした自転車を活用した
イベントを実施する予定です。決ま
り次第、たま広報などでお知らせし
ます。
d12月3日㈰＝男子エリート・女子
エリート〔富士森公園(八王子市)～

武蔵野の森公園前スタジアム通り〕
主催G

グ ラ ン ド

RAND C
サ イ ク ル

YCLE TOKYO実
行委員会備考交通規制などの詳細
は、決定次第、たま広報・公式ホー
ムページなどでお知らせ
しますiスポーツ振興課
☎(338)6954、v(371)3711

　令和４年７月・８月に実施した
説明会でいただいたご意見を参考
に、対象の駐車場や最大料金の見
直しなどを行いました。今後、12
月ごろに多摩東公園、その他の対
象公園は令和６年度から、順次拡
張整備と有料化を実施していきま
す。詳細は、決まり次第、たま広
報・公式ホームページなどでお知
らせします。
t愛宕東・一本杉・大谷戸・貝取

北・貝取南・諏訪北・諏訪南・関
戸・宝野・多摩東・鶴牧西・永山
南・並木・奈良原・連光寺・和田
各公園の駐車場料金体系基本料金
＝入庫後30分まで無料。以降、１
時間ごとに100円。最大料金＝午前
６時～午後８時は700円、午後８時
～翌日午前６時は300円(いずれも
全園共通)i公園緑地
課☎(338)6827、v(338) 
6857

生活困窮者自立相談
d月～金曜日午前９時～午後６時、土
曜日午前９時～午後５時備考ひきこ
もりに関する相談にも応じますibし
ごと・くらしサポートステーション

(ベルブ２階)☎(338)6942
居住支援相談窓口
d月～金曜日午前９時～午後６時、土
曜日午前９時～午後５時ib居住支援
相談窓口(ベルブ２階)☎(401)8640
休日納税相談（納税課・保険年金課）

（予約不要）
d３月26日㈰午前８時30分～正午、午
後１時～５時b市役所１階保険年金課
i納税課☎(338)6852、保険年金課☎

(338)6840
就職相談（予約不要）
d月～金曜日午前９時～午後５時ib

ハローワーク府中永山ワークプラザ
(ベルブ４階)☎(375)0951
創業・経営相談
d月・水・木曜日午後１時～５時i経
済観光課☎(338)6867
女性を取り巻く悩みなんでも相談
ibＴＡＭＡ女性センター(ヴィータ
７階)☎(355)2110
•面接相談
d火・金曜日午前９時30分～午後０時
30分、土曜日午後１時30分～４時30分
•電話相談☎（３５５）２１１１（予約不要）
d木曜日午前10時～午後１時、１時30
分～４時30分(相談時間は30分程度)
女性のための法律相談
d第３水曜日午前９時30分～正午i 

bＴＡＭＡ女性センター(ヴィータ７
階)☎(355)2110
犯罪被害者などの相談窓口（予約不要）
d月～金曜日午前９時～午後５時ib

平和・人権課(ヴィータ７階)☎(338)6914

ＬＧＢＴ電話相談☎（３５５）２１１２（専用ダ
イヤル）（予約不要）
d奇数月第３火曜日午後４時～８時

〔３月のみ28日㈫に実施〕、偶数月第３
火曜日午後２時～６時iＴＡＭＡ女性
センター☎(355)2110
消費生活相談（予約不要）
d月～金曜日、第１・３土曜日午前９
時30分～正午、午後１時～４時(第１・
３木曜日を除く)ib消費生活センタ
ー消費者相談室(ベルブ３階)☎(374)
9595
外国人のための生活相談室

（Life Consultation for Foreigners）
d(ひにち)第１・３木曜日午後１時30
分～４時30分(Date)1st and 3rd Th- 
ursdays,PM1:30～4:30ib(ところ)
多摩市国際交流センター(ヴィータ７
階)(Place)Tama City Internation- 
al Center※Please make a reserva-
tion by phone.☎042(355)2118
弁護士によるふくし法律相談
d第３木曜日午後１時30分～３時30分
ib多摩市社会福祉協議会権利擁護セ
ンター(二幸産業・NSP健

けんこう

幸福祉プラ
ザ７階)☎(373)5677
総合オンブズマンによる苦情相談
d月～金曜日ib市役所４階オンブズ
マン事務局☎(338)6809

子どもの相談
子どもと家庭に関する総合相談☎

（３５５）３７７７（予約不要）※面接は要予約
d月～土曜日午前９時～午後６時備考
虐待に関する相談にも応じますib子
ども家庭支援センター「たまっこ」☎

(355)3833
ひとり親家庭相談
d月～金曜日午前９時～午後４時ib

相談案内 　原則、電話で予約してください。市外局番は0４2です。祝日・年末年始（12月29日～１月３日）は実施していません。相談は先
着順で、無料です。秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

市役所２階子育て支援課☎(338)6833
電話教育相談「子どもホットライン」
☎（３７２）２０００（予約不要）
d月～金曜日午前10時～正午、午後１
時～５時i教育センター☎(372)1010
発達・教育初回相談窓口☎（３７２）１０３８
d月～土曜日午前９時～正午、午後１
時～５時b諏訪複合教育施設「かけは
し」２階備考インターネットやSNSの
トラブルに関する相談にも応じますi
障害福祉課発達支援室☎(374)2717、
教育センター☎(372)1010
就学・転学相談☎（３７２）２０５０
d月～金曜日、第２・４土曜日午前10
時～正午、午後１時～５時ib教育セ
ンター(諏訪複合教育施設「かけはし」
２階)☎(372)1010
受験生チャレンジ支援貸付事業相談
d月～金曜日午前９時30分～午後４時
30分備考令和４年度の申請受け付け
は終了しましたib市役所４階福祉総
務課☎(338)6889

障がい者の相談
障がい者の総合相談
•地域活動支援センター「のーま」
d月～金曜日午前９時30分～午後６時、
第１・３土曜日午前９時30分～午後５
時ibマルシェたま(健康センター４
階)☎(311)2300
•地域活動支援センター「あんど」
d月～土曜日(第２土曜日を除く)午前
８時30分～午後５時ib多摩市社会福
祉協議会(二幸産業・NSP健

けんこう

幸福祉プ
ラザ３階)☎(356)0307
障がい者の就労相談
d月～金曜日午前９時30分～午後６時、
第１・３土曜日午前９時30分～午後５時
ib障がい者就労支援センター「なちゅ

ーる」(健康センター４階)☎(311)2324

暮らしの専門相談
　相談時間は25分程度(人権・身の上
相談、行政相談は45分程度)です。法
律・税務相談の予約は相談日の１週間
前から受け付けます。
ib市役所１階市民相談室☎(338) 
6806
法律相談
d月・火・木曜日(第５月・火・木曜
日を除く)。相談時間帯は週・曜日に
より異なります。
税務相談
d４月４日・25日各火曜日午後１時30
分～４時、11日㈫午前９時30分～正午
不動産の相続・贈与等の登記相談
d４月11日㈫午後１時30分～４時、25
日㈫午前９時30分～正午
交通事故相談
d４月６日㈭午後１時30分～４時
相続・遺言等くらしの書類作成相談
d４月10日㈪午後１時30分～４時、24
日㈪午前９時30分～正午
不動産取引相談
d４月24日㈪午後１時30分～３時
年金・社会保険・労務相談
d４月27日㈭午後１時30分～４時
人権・身の上相談
d４月６日・20日各木曜日午前９時30
分～正午、13日・27日各木曜日午後１
時30分～４時
行政相談
d４月20日㈭午後１時30分～４時
心のテレホンサービス☎（３３８）６８１８（専
用ダイヤル）（予約不要）
d毎週金曜日午後１
時30分～４時

i防災安全課
☎(338)6802

消防団員募集中！消防団員募集中！

駐車場環境の改善や利便性向上のため、令和５年度から
順次公園内の駐車場の拡張整備と有料化を実施します
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特別の記載がない場合の市の窓口の受付時間は午前８時３０分〜午後５時です。
◀一部の記事は、各ページの右下または左下の二次元コードから公式ホームページで追加情報をご覧いただけます。

d日時・日程・期間　b場所　t対象　c定員　s費用（記載のないものは無料）　n内容　B備考　m申し込み　i問い合わせ
新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止の場合があります。また、参加の際は感染症対策にご協力ください。

分類 名称 日時・場所 対象・定員・申し込み・問い合わせなど

　環
境

４月の植物写真展示 d毎週月・水曜日を除く午前10
時～午後４時b旧多摩聖蹟記念館

n「春の花」をテーマに、ホトケノザ・スミレ・キランソウなどの写真を展示i教
育振興課☎(338)6883

みんなの植物観察会「春
の里山」

d４月11日㈫午前10時～正午
小田急多摩線黒川駅改札口

前

c50人(応募者多数の場合は抽選)s４00円n初心者でも楽しめます。里山の植物を
観察する他、昆虫専門家による昆虫解説が聞ける昆虫班もありますB複数人で申
し込んだ場合は全員当選か全員落選mi3月28日㈫午後４時までに、インターネッ
ト手続きで、パルテノン多摩 https://www.parthenon.or.jp、 または3月28日
㈫必着の、郵送で、往復はがき往信欄裏面に住所・氏名(ふりがな)・電話番号・
昆虫班参加希望の有無を記載し、〒206－0033落合2－35パルテノン多摩☎(375)
1４1４へ〔結果は3月29日㈬以降に代表者に通知〕

　健
康
・
福
祉

４月の月例ウオーキング
①永山コース②聖蹟桜ヶ
丘コース③多摩センター
コース

d ①４月４日㈫＝グリナード
広場(永山1－４)②11日㈫=九頭
龍公園③18日㈫＝パルテノン多
摩大階段下

t初心者 飲み物、帽子、雨具(傘は不可)B歩きやすい靴と服装で。ウオー
キングポール使用不可。雨天中止m当日午前9時４5分～10時に、直接各集合場所へ
i健康推進課☎(376)9139

健康づくり推進員主催事業　� 飲み物、帽子、雨具（傘は不可）B歩きやすい靴と服装で。ウオーキングポール使用不可。雨天中止mi３
月22日㈬から、電話で、健康推進課☎（３76）91３9へ（1つのみ申し込み可）

多摩お花見街道ウオ
ーキング

d3月28日㈫午前9時30分～午後
0時30分

九頭龍公園

t中級者c30人(申し込み先着順) 九頭龍公園～いろは坂桜公園～原峰公園
～坂下公園～乞田川の桜並木～乞田・貝取ふれあい館～吉祥院～グリーンライブ
センター解散(歩程約7km。アップダウンあり)

春の片倉城跡公園と
小
こ び き

比企町
まち

の畑道を歩
く

d４月7日㈮午前8時４5分～午後0
時30分

京王線京王片倉駅改札口前

t中級者c25人(申し込み先着順) 京王片倉駅～片倉城跡公園～栃
とち

谷
や

戸
と

公園
～片倉つどいの森公園～片倉城跡公園(八王子市片倉町2４75)解散(歩程約9.5km。
アップダウンあり)

スローヨガ〜ヨガの呼吸
で心と体のバランスを整
えましょう〜（全6回）

d４月1４日・28日、5月12日・26
日、6月9日・23日、各金曜日午
後6時～7時
b二幸産業・NSP健

けん

幸
こう

福祉プ
ラザ多目的フロア

t中学生以上c25人(応募者多数の場合
は抽選)s４,800円(全回分) 寺澤やよ
い氏(全米ヨガアライアンス認定200時
間ヨガインストラクター) 3月25
日㈯必着

mi往復はがき往信欄裏面に「４月～6月
スローヨガ申込」または「４月～7月腎セ
ミナー申込」・住所・氏名(ふりがな)・
年齢(スローヨガのみ)・電話番号、返
信欄宛名面に住所・氏名を記入し郵送、
または住所・氏名を記入した未使用の
はがきを直接持参(所定の申込用紙も記
入)し、〒206－0032南野3－15－1二幸
産業・NSP健幸福祉プラザ3階事務室管
理係☎(356) 0303へ(締め切り後、応募
者全員に結果などをはがきで通知)

腎臓病食実践セミナー
「すぐに始めよう食事改
善〜食事は自分でできる
治療法〜」（全４回）

d４月17日、5月15日、6月19日、
7月3日、各月曜日午後2時～3時
30分
b二幸産業・NSP健

けん

幸
こう

福祉プ
ラザ7階研修室ほか

t腎臓病の方やその家族などc20人(応
募者多数の場合は抽選)s2,４00円(2人目
は半額) 福島由香里氏(医療法人社
団心

しん

施
し

会管理栄養士) 筆記用具、
電卓、自身の検査結果など ４月1
日㈯必着

　文
　化

TAMA映画フォーラム特
別上映会「ぼけますから、
よろしくお願いします。
〜おかえりお母さん〜」

d3月25日㈯①午前10時30分②
午後1時③４時④6時15分(開場は
各回15分前。上映時間101分)、
トーク＝午後2時４5分～3時25分
b永山公民館ベルブホール

c各198人s一般＝前売り各1,000円・当日各1,200円、障がい者と付添者1人・支援
会員・中学生以下＝各800円nアルツハイマー病を患った母を98歳になった父が懸
命に介護する日々。そんな中、新型コロナの波が押し寄せて事態は急変する

信
のぶ

友
とも

直
なお

子
こ

監督Bトークは②の回の鑑賞者が対象。③は監督の舞台挨拶
ありmインターネット手続きで、TAMA映画フォーラム実行委員会 https://
www.tamaeiga.org/ へ。一般のみ、直接、永山公民館または多摩ボランティ
ア・市民活動支援センター(ヴィータ)でも販売i永山公民館内TAMA映画フォー
ラム実行委員会☎080(5４50)720４

ス
ポ
ー
ツ

卓球教室（各全８回） d４月～7月の月曜日正午・午後
2時15分b南豊ヶ丘フィールド

t20歳以上の初級者c各若干名(応募者多数の場合は抽選)s1回500円 山﨑勇
治氏(元全日本出場選手)m3月20日㈪～27日㈪に、インターネット手続
きで、南豊ヶ丘フィールド https://ws.formzu.net/fgen/S376068889/ 、
☎(４00)5４87(午前10時～午後6時)へ

ショカ
ツサイ▶︎

©2０22「ぼけま
すから、よろ
しくお願いし
ます。〜おか
えりお母さん
〜」製作委員会

〔共通事項〕
備考申し込み先着順。費用は全回分。材料費
含むmi・主催３月23日㈭～各講座初日の10
日前に、インターネット手続き・郵送または
ファクシミリで、講座名、住所、氏名(ふりが
な)、電話番号、郵送・送信日を記入し、〒206
－8586南野２－10－１恵泉女学園大学庶務課

「公開講座担当」係☎(376)8211、v(376)8218、
URLhttps://www.keisen.ac.jp/extension/
open-class/ へ
ガーデナー入門(全４回)

d４月～７月の各第４火曜日午後１時30分～3
時30分bパルテノン多摩c12人s12,000円講師

香
か

山
やま

三紀氏(香山園芸代表)
ボタニカルアート入門(全４回)

d４月～７月の第３金曜日午後１時30分～3時
30分bパルテノン多摩c16人s12,000円講師角

かく

田
た

葉子氏(植物画家、日本ボタニカルアート協
会会員)
季節を感じるフラワーアレンジメント(全５回)

d４月27日、５月18日、６月15日、７月13日、
８月３日、各木曜日午前10時～11時30分bパル
テノン多摩c23人s3４,000円講師恵泉園芸セン
ター講師
楽しいバラの育て方

d６月23日㈮午後１時30分～3時bパルテノン
多摩c1４人s3,000円講師斉藤よし江氏(ガーデ
ンカフェ・グリーンローズ主宰)

果樹の上手な育て方(全４回)
d４月18日、５月16日、６月13日、７月18日、
各火曜日午後１時30分～３時b永山公民館(7
月は鶴牧西公園)c20人s12,000円講師小林幹
夫氏(恵泉女学園大学名誉教授)
園芸療法ってなに？

d５月10日㈬午後３時～4時30分b永山公民館
c25人s3,000円講師澤田みどり氏(恵泉女学園
大学特任准教授)
花に親しみ花を撮る(全３回)

d４月13日、５月11日、６月8日、各木曜日午
前10時～正午b市内の公園緑地c12人s9,000
円講師おちあいまちこ氏(写真家、P

フ ォ ト ク レ イ ン

hotocrane
主宰)

花とみどりの講座
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この広報紙は再生紙を使用しています。この広報紙は読みやすい書体（ユニバーサルデザインフォント）を使用しています。
目の不自由な方へ、たま広報を音訳したCD「声のたま広報（デイジー版）」を発行しています（一部のパソコンでも再生可）。申し込みは秘書広報課☎（338）6812へ。

救急診療・電話案内など
救急車を呼ぶべきか迷ったら
・消防庁救急相談センター（24時間）	 ☎＃7119、☎042（521）2323
・東京都医療機関案内サービス“ひまわり”（24時間）	 ☎03（5272）0303
・急患テレホンセンター（多摩消防署内）（24時間）	 ☎042（375）9999
・	子供の健康相談室　小児救急相談（東京都）（24時間）	☎＃8000、☎03（5285）
　8898（令和５年3月31日まで受付時間拡大）
休日診療当番医（医科）
　急病人のみ。来院前に必ず要電話予約。必ず時間内のご連絡・ご来院を。
　d午前9時〜午後5時持ち物健康保険証・乳幼児医療証など

こども準夜診療所（健康センター内）=小児科
　来院前に必ず電話でご連絡ください。
　受付時間午後7時〜9時45分i☎（375）0909
休日歯科応急診療所（健康センター内）=歯科
　来院前に必ず電話でご予約ください。
　　受付時間　日曜日・祝日の午前9時〜午後3時i☎（376）8009

診療日 医療機関名 所在地 電話番号

3/21㈷ 江崎小児クリニック 落合3－20－2 （376）5225

3/26㈰ 松田医院 貝取1－48－1 （373）3205

※当番医は、都合により変更の場合あり

引き続き、基本的な感染症予防
対策にご協力ください
・	窓開放や換気扇などでこまめな換気
・	３密の回避
・	帰宅後・食事前・出勤時・入店時
などはこまめに手洗い・手指消毒

屋内・屋外を問わず、マスクの着
用は個人の判断が尊重されます
　ただし、高齢者などの重症化リス
クの高い方の感染を防ぐため、マス
クの着用を推奨する場面があります。

・�医療機関の受診時
・	高齢者施設などへの訪問時
・	混雑した電車やバスに乗る時
・	施設やイベントで着用を呼びかけ
られた時
i健康推進課☎（376）9111

これならできる！健康栄養相談

　管理栄養士・保健師が相談に応じ
ます。
d４月28日㈮午前９時10分〜11時
c10人（申し込み先着順）n健診結果
の見方と相談。その他健康に関する
相談も可備考健診結果があれば要持
参mib電話で、健康推進課（健康
センター）☎（376）9139へ

コロナかな？と思ったら
症状がある場合はご相談ください
●医療機関に関する相談窓口
d毎日・24時間備考詳細は、東
京都福祉保健局ホームページ参照
・�東京都発熱相談センター
☎03（5320）4551、☎03（5320）
4411、☎03（6258）
5780、☎03（5320）
4592
●東京都陽性者登録センター
nマイハーシスによる健康観察、�
食料品・パルスオキシメーターの
配送、都の療養施設などでの療養
mインターネット手続きで、東京
都陽性者登録センター申請フォー

ム〔インターネット手続きでお困
りの場合は、陽性者登録センター�
コールセンター☎0570

（080）197（毎日・24時間）〕
へ
●�東京都新型コロナ・オミクロン
株コールセンター☎0570（550）
571

d毎日・午前9時〜午後10時備考心
配な症状など一般的な相談に対応
●�多摩市新型コロナ電話相談☎
042（376）9111

d月〜金曜日午前9時〜午後5時（祝
日を除く）備考はじめに「新型コロナ
電話相談」とお伝えください

i健康推進課☎（376）9111

現在予約を受け付けている接種

・�オミクロン株対応ワクチン接種
（従来型ワクチンによる２〜４回
目接種済みの12歳以上の方）

・�小児接種（５歳〜11歳の方）
・�乳幼児接種（生後６カ月〜４歳の方）
〔共通事項〕
備考接種に関する詳細および最新
情報は、公式ホームページまたは多
摩市ワクチン予約サイト参照

多摩市に転入した方へ

　転入前の自治体が発行した接種券
は使用できません。接種を希望する方
は接種券の発行申請をしてください。
m公式ホームページのインターネッ
ト手続きまたは郵送で、必要書類を、
〒206－8666健康推進課新型コロナ
ワクチン担当（封筒に「接種券発行申
請書在中」と要記載）へ

ワクチンの効果・安全性

　詳細は、接種券に同封のお知ら
せ・厚生労働省 URLhttps://www.
mhlw.go.jp（「コロナワクチンの有効
性・安全性」と検索）をご覧ください。

新型コロナワクチンの接種は強
制ではありません

　職場や周りの方などに接種を強制
したり、接種を受けていない人に差
別的な扱いをしたりすることのない
ようお願いします。

4月以降の接種について

　現在、国の方針に基づき、４月以降
の接種の実施に向けた準備を進めてい
ます。詳細が決まり次第、たま広報や
公式ホームページでお知らせします。

i新型コロナウイルスワクチン
接種コールセンター☎042（313）
7003（毎日・午前９時〜午後５
時）、v042（313）7754

インターネット　
申し込みはこちら▶

ワクチン特設ページ▶

（この記事は3月10日時点の情報で作成しています）

新型コロナワクチン接種

有料広告 ※�この広報紙に掲載されている有料広告は市の業務と直接関係ありません。内容は広告主にお問い合わせください




