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令和４年多摩市成人式
スローガン

心あたたま
心あた
たまる再会
る再会
日
時

新成人の皆さん、ご成人おめでとうございます。二十歳
という節目の年を如何お過ごしでしょうか。 私は、晩夏
まで成人式についてぼんやりと考えていましたが、実行委
員として活動して行くにつれて、成人式をなぜ行うのか自
問する様になりました。私は、成人式とは、「感謝と覚悟」
の式典ではないかと考えます。つまり、ここまで育ててく

※新成人の皆様には12月中旬に案内状を送付しました。
※対象者以外の方は入場できません。

対象者

で過ごす時間が少なくなった人もいると思います。
昨年同様、コロナ禍での開催となりますが、多種多様な

第二部 13時30分開場 14時00分開式
各部 45分程度

平成13年４月２日〜平成14年４月１日
生まれの方

れた方々への
「感謝」と、これから大人として生きていく
「覚悟」です。自分は大人になる覚悟が出来ているのか、そ
んな思いを胸に、成人式の準備を進めております。
幼かった頃は、多摩で過ごす日々がずっと続くと思って
いましたが、成長するにつれて新しい世界が訪れて、多摩

令和4年1月10日
（月・祝）
第一部 11時00分開場 11時30分開式

道を歩む友と、私達の故郷、多摩市で「心あたたまる再会」
が出来たら幸いだと思い、この言葉をスローガンにいたし
ました。 実行委員一同、皆さんに会える事に心を躍らせ、
来年1月10日を楽しみにしています。
成人式実行委員長
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私たち、新成人の実行委員が
皆さんの思い出に残る成人式の
企画・運営・進行を行います。
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凡例
i(376)9126〔武内〕
メール ssk-toyokai@mist.dti.ne.jp

豊ヶ丘・貝取地区委員会

豊ヶ丘・貝取地区委員会は、貝取と豊ヶ丘の両地区委員
会が統合し、今年４月に誕生しました。スタッフとして子
どもが参加する機会づくりを大切にしながら、どんど焼き、
ウォークラリー、地域清掃、定例会前の夜間パトロールな
どを行っています。

n 内容

d 日時

b 場所

c 定員

その他

i 問合せ先

※費用の記載がない場合は無料

新型コロナウイルス感染症の影響により、変更・中止になる場合があります
〜令和３年 12 月 20 日から令和４年３月までの行事予定〜

地区委員会とは？

青少協地区委員会行事カレンダー

●第35回どんど焼き『一年の始まりどんど焼き』
n持ち寄られた注連飾りなどを
焼き、歳神を送り、一年の健康

地区委員会は、子どもたちのため
に活動する地域の自主組織です。市
内には、小学校又は中学校の通学区
域を単位として14の地区委員会が
設置されています。

地区委員会では、子どもたちを対象とした行事や親子で参加することがで
きる楽しい行事を企画しています。
下記の行事は予定ですので、日時、申込み方法、金額などの詳しい情報は、
各地区委員会だよりでお確かめいただくか、直接、各地区委員会にお問い
合わせください。
※
（☆）は、他地区委員会との合同行事です。

を祈ります。お飾り等の持ち込
み受付は、点火15分前まで。以
後の持ち込みは固くお断りいた
します。問合せ：ssk-toyokai

東愛宕地区委員会

i(375)2897〔井上〕

地域の子どもたちの元気な笑い声や明るい笑顔のため他
の機関
（児童館、コミニティセンター）や団体
（老人会、自
治会）
との協力で行事を充実させ、見守り活動に力を入れ

西落合地区委員会

i(373)1330〔細田〕

西落合地区委員会は、委員・地域団
体の方々のご協力をいただきながら、
ラジオ体操や地域ミニスポーツ大会、
どんど焼きなど、子どもたちが笑顔
で楽しく参加し、地域の人たちとつ
ながりを持てるような環境づくりを
しています。また、『できる人が
できる時に できる事を』
を合言葉
に子どもたちの安全や成長を見守っています。引き続き地
域の皆さまのご協力、ご参加よろしくお願いいたします。

てます。

連光寺・聖ヶ丘地区委員会

i(374)6664〔相馬〕

n子どもから大人まで一緒に楽しめる映画を上映します。
（愛宕児童館と共催）d令和４年１月29日
（土）①13:30〜
②15:00〜※２本上映予定。タイトル未定b愛宕かえ
で館２階ホール 詳しくは愛宕児童館へお問い合わせ下
さい。電話：042−373−7677

諏訪地区委員会

i090(4360)5092〔岡添〕

諏訪地区委員会は諏訪小学校区を活動の場としています。
子ども達の笑顔に会いたいとの思いで事業を行っています
が、コロナ禍のため中止となった事業が多くありました。
下半期事業の開催ができることを期待しています。

●どんど焼き『一年の無病息災を祈りましょう！』
n正月飾り・しめ縄のお焚き上げ。※お団子、お汁粉、
豚汁等飲食の扱いは致しません。
また、新型コロナ感染症の状況に
より、中止する場合があります。
d令 和４年１月15日
（土）14:00〜
16:30（14:30点火）※詳細は、西落
合小東門横の掲示板をご覧くださ
い。b西落合小学校校庭 荒天時は、翌日（１月16日）に
延期

瓜生地区委員会

i(372)0133〔大原〕

●冬まつりどんど焼き『無病息災を共々に祈ろう！』
n・お正月飾りをお焚き上げd令和４年１月15日（土）

瓜生地区委員会は「瓜っ子ゆるゆるボランティア」を作り
ました。地域の子どもは地域で育てるという思いで様々な

11:00〜12:00
（11:10点火）b諏訪小学校校庭
●地域防犯『だれかが見てるぞ！』
nパトロールd令和４年３月２日
（水）
19:00〜20:00b諏
訪４丁目〜５丁目周辺

活動を行っています。『楽しみながら活動する』をモットー
にＰＴＡ活動や学校とのつながり大人と子どもたちも行事

北諏訪地区委員会

i(310)1603〔篠〕

北諏訪地区委員会では例年通りの行事を計画しましたが
今年も活動は厳しい状況です。感染対策をしながら子ども
たちの見守りなどできる範囲で取り組んでいきたいと思い
ます。
●防犯パトロール
n安全で安心なまちを継続すべ
く、地域内をパトロールします。
d令和４年３月12日（土）16時〜
b馬引沢第一公園北諏訪地域内
雨天中止

に参加して、顔見知りを増やしましょう！
●どんど焼き『瓜生地域の恒例行事』
n正月飾り・書初めなどを焚き上
げ無病息災を祈る 新型コロナウ
イルスの感染予防のためマスクの
着用を必ずお願いします。密接・
密集・密閉にならない様にご協力
をお願いします。d令和４年１月15日（土）11:00〜14:00
（11:30点火）b瓜生小学校校庭c400 雨天中止
●夜回り『”火のよ〜じん!!”元気な声
が響きます。』
n瓜生小学校南門に集合して拍子
木を打ちながら地域に防災を呼び
かけてまわる。d令和4年2月5日
(土)17:30〜b瓜生地区c60 要申込／雨天の場合６日
（日）に延期

永山地区委員会

i(374)2105〔石川〕

が笑顔になる活動を続けたいと思っています。ご参加をお
待ちしています。

子どものふれあいの場をたくさん持てる取り組みをしてい
ます！

●あいさつ運動（未定）
『元気な挨拶あふれる町に』
n生徒・児童へ登校時の声かけd令和４年１月11日（火）

●どんど焼き『みんなで一年の無病息災を祈ろう！』
n正月飾り、書き初めを燃やし、一年の無病息災を願う
（お焚き上げのみ）d令和４年１月８日（土）
（12：00点火）
b東永山複合施設グランド 小雨決行
●委員研修会
『多摩の新しい消防署を見学し、応急処置を

東寺方地区委員会

i(372)5337〔田中〕

今年は新型コロナウイルス感染症対策の為、出来ること
をすこしずつ行っています。サマーキャンプ・地域運動
会・どんど焼きは残念ですが中止とし、小学校の通学路の
パトロールを中心に活動しています。宜しくおねがいしま
す

をお待ちしています。
●どんど焼き『伝統行事を守っていこう！』
n今年度はお焚き上げのみ行います。d１月10日（月）
９:30〜10:30お飾り預かり、11:00点火b多摩第一小学校
●遊びましょう会『みんなで遊ぼう！』
n地域対抗のゲームをします。一ノ宮児童館と共催d３

第二地区委員会

永山地区委員会は、永山地区の子ども達が、健やかに安
心して育つために、夜間パトロール隊の方々を中心に、地
域パトロールの実施や、地域運動会などを通して、大人と

●新春親子映画会『暖かいホールで映画を楽しもう』

第一地区委員会は子どもたちの安全を見守るとともに、
万灯制作・地域清掃・どんど焼きなど子どもたちが地域に
愛着が持てるような行事を行っています。みなさんの参加

要

申込

連光寺・聖ヶ丘地区委員会は、学校・家庭・地域が連携
して事業を行うことで、子供達の成長を共に見守ります。
「大人が楽しいと、子どもも楽しい」をスローガンにみんな

〜14日（金） 登校時b連小・聖小聖中・多摩桜の丘学園
の校門前や通学路 雨天実施

i(338)7400 榎〕

月６日日曜日13:30〜15:30b多摩第一小学校体育館

@mist.dti.ne.jp 感染拡大に
よる等による中止の場合は、公式LINEにてお知らせし
ます。下記ＱＲコードからアクセスくだ
さい。d１月８日（土）13:00点火予定b豊ヶ
丘小学校校庭 事前申し込み不要／小雨
決行予定

第一地区委員会

学ぼう！』
n新しい多摩消防署を見学し、けがなどの応急処置・救
護を学ぶd令和４年２月５日（土）b多摩消防署 地区委
員のみ 雨天実施

i080(5480)2660〔馬渡〕

第二地区委員会は、委員と地域の方々のご協力を頂きな
がら、星空映画会、バスハイク、地域運動会、どんど焼き
などなど、地域の繋がりと元気づくりのお手伝いをしてい
る団体です！地域の皆さんのご協力を引続きよろしくお願
いいたします！！！
●どんど焼き『どんど焼き！ 2022年も無病息災！』
nどんど焼き、まゆ玉焼いて無病息災 とん汁、まゆ玉
など無料配布d１月16日（日）13:00頃 とん汁等無料配
布14:00頃 どんど焼き点火14:15頃〜 まゆ玉配布b和
田中学校校庭 コロナ感染状況に応じ、内容・時間変更、
中止の可能性あり

第三地区委員会

i(338)7501〔小田島〕

地域の様々な活動を通し、子どもたちと一緒に楽しみま
しょう‼
たくさんの笑顔に色々な取り組みをのせ、地域の子ども
を見守る大人になろう‼

●地域との協働事業
n定例の大人気ドラム缶ピザは今年度も見送り。子ども
たちと一緒に楽しい時間を過ごせる企画を検討中d令和
４年３月５日（土）

どんど焼きとは？？
落合地区委員会

i(374)2819〔榊〕

「地域の和を深め、より豊かな子どもたちの生活を考え
る」をモットーに、顔見知りを増やし、あいさつが交わせ
る地域つくりを進めています。「第一の柱」は情報交換と情
報共有。毎月の定例会で、学校・自治会・管理組合・ＰＴ
Ａ等で子どもに関わる情報を共有し、年４回発行する広報
「おちあい」で地域全体に情報を発信しています。
●第38回どんど焼き
『夜闇の炎に一年の無病息災を祈る、
ふるさとの伝統行事』
nしめ飾りのお焚き上げ。東落合小児童による和太鼓演
奏。東落合小児童有志と小野
路囃子連による獅子舞。ゲー
ムなど。d令和４年１月15日
（土）16:00〜18:00（16:45点火）b東落合小学校校庭／小雨
決行荒天延期16日（日）
●第13回地域ふれあい落合ほっこりコ
ンサート 『ほっこりするひととき
を、ともに♪』
n未定d未定b未定
●確定 あいさつ運動
n東落合小ＰＴＡの皆さんによる見
守り＆声かけ運動 通りかかる人に笑顔であいさつd毎
週木曜日７:45〜８:30（長期休みを除く）
b青木葉交差点、
東落合小東・西門前 等 雨天実施

鶴牧・大松台地区委員会

i・v(373)6766〔印南〕

地域のみんなで子どもたちの安全を見守ろう‼
子どもたちの笑顔が地域に広がることを願って。
●どんど焼き『みんなで新しい年の無病息災を祈ろう！』
n正月飾り等を焚き上げる、地域の自治会と共催d令和
４年１月14日（金）b二反田公園（未定）唐木田公園（未定）
小雨決行
●委員研修会『鶴牧地区の今とむかし』講師松本英昭氏
d令和４年１月28日（金）19:00〜b大松台小学校
●防犯パトロールみんなで守ろう
子どもたちの安全
n４〜５コースに分かれ子ども
たちの地域での安全を見守る。
d令和４年１月11日
（火）
16:00〜 令和４年２月８日
（火）
16:00〜 令和４年３月８日（火）16:00〜b通学地域

無病息災と五穀豊
穣を祈って、正月の
松飾りやしめなわ、
書初めなどを持ち寄
り、やぐらとともに
焚き上げる、小正月
の火祭りの伝統行事
です。それぞれの地
域ごとに特徴があります。
どんど焼きに参加される皆様へ
お飾りなどを会場にお持ちになる際はプラ
スチック、ビニール袋等は事前に取り外して
おいてください。

令和４年どんど焼きについて
例年、地区委員会や地域の団体が開催している「どんど焼き」ですが、新型コロナウィルス感染症
の影響で実施の有無や開催方法が変更になっております。
詳しくは各地区委員会へお問い合わせください。

ひきこもりなどで
悩む方・ご家族向けの
相談窓口のお知らせ

不審 者 情 報

ご相談は
事前予約制です

ひきこもりや人間関係などでお悩み
の方、そのご家族からの相談をお受け

不審者情報〜声かけが増えています〜
日頃より多摩市の防犯行政へのご理解とご協力をいただきありが
とうございます。

し、ご本人の状態に合わせ、ご家族を

さて、下記のグラフは令和３年４月から10月までの間に、防災安

含めた支援をさせていただきます。お

全課がメール配信した不審者情報の月別件数です。不審者情報は計

気軽にご相談ください。

18件ありました。中でも多いのが不審者による「声かけ」と「露出」で

▽

す。声かけや露出の被害に遭うことは子供
日時

月〜金曜日：午前９時〜午後

たちに大きな精神的ショックを与えます。
子供たちの被害を防止するため、通学路の

６時
土曜日：午前９時〜午後５時

安全確認や、登下校時のパトロールなどに

※祝日・年末年始は除く

ご協力をお願いします。

▽

※今年は、12月29日（水）午前10時から午後４時まで開所します。
場所

ベルブ永山４階
「しごと・くらしサポートステーション」

「安全安心
まちづくり情報」の
受信登録はこちらから

もし、お子様が不審な人物に遭遇した場
合は、警察と学校にご連絡ください。学校

▽

で受けた不審者情報は防災安全課が「安全
申込・お問い合わせ

安心まちづくり情報」としてメール配信します。地域での見守り活

しごと・くらしサポートステーション☎042（338）6942

動等にご活用ください。
問合せ 防災安全課☎（338）6802
件

10
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件

9
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4
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つきまとい

1

声かけ

2

痴漢・接触

3

不審者情報事犯別件数

露出

もたちを耳で見守る
ど
子
「夕やけチャイム」

6

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

多摩市では、防災行政無線を通して、「夕やけチャイム」を流し
ています。「夕やけチャイム」
をきっかけとしてお子様と話し合い、
「帰宅時刻のルールを各ご家庭で作りましょう。また、地域の皆
様には子どもたちの様子を気にとめて見ていただくようお願いし
ます。子どもたちを温かく見守る大人の目は『地域の目』となり、
地域の子どもたちの安全を守ることにつながります。

放送開始時間

冬期（11月〜３月）午後４時
夏期（４月〜10月）午後５時

こども110番
〜困ったときには助けを求めよう！〜
みなさん、「ピーポくん」を知っていますか？ピーポくんは「こ
ども110番」の目印です。
声をかけられたり、あとをつけられたりして怖いなあと思った
ら、ピーポくんが描かれた「こども110番」
のプレートが貼ってあ
るお家やお店に助けを求めよう！

家 族の日

各ご家庭では、いざという時に「どこに」・「どのように」助けを
求めたらよいか確認しておきましょう。

プレートの一例
多摩市青少年問題協議会では、
家族にかかわりの深い４つの祝
日と11月の第三日曜日を
「家族
の日」に設定しています。

「家族の日」を
きっかけとして
家族団らん、家族で
のお出かけなど、家
族で一緒に過ごす時
間をつくり、絆を深
めましょう。

・１月第２月曜日 成人の日
・５月５日
こどもの日
・９月第３月曜日 敬老の日
・11月23日
勤労感謝の日
・11月第三日曜日

こども110番の協力者は、小学校の保

協力者を
募集して
います！

護者たちが募っています。ご協力いただ
ける方は、児童青少年課までご連絡くだ
さい。
特にお店や事業所を営んでいる方のご
協力をお待ちしております。

