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あけましておめでとうございます

多摩中央公園のリニューアルも始まります。民間事業者の力

新年あけまして
おめでとうございます

をお借りするPark-PFI制度を活用し、民間の視点やアイデア

世界が新型コロナウイルス感染症に見舞われてから、まる２

さらに、本年４月には「多摩市子ども・若者の権利を保障し

年が経ちました。感染力の強いオミクロン株など変異ウイルス

支援と活躍を推進する条例」を施行します。「生きる権利」
「育つ

については、ワクチン接種の進展と、市民の皆さんの感染対策

権利」
「守られる権利」
「参加する権利」に加え、多摩市オリジナ

への備えもあり、何とか持ちこたえている状況です。

ルの「挑戦」を後押しすることを明記しました。

ウイルスへの抗体価を高めるため３回目のワクチン接種も始
まります。接種券を順次送付しますのでご確認ください。
さて、昨年11月１日、市制施行50周年を迎えました。本年８
月までを周年事業実施期間とし盛り上げていきます。ここで大
規模改修が終了した「パルテノン多摩」も本年７月にはグランド

を生かしていきます。また、このほど、東京オリンピックパラ
リンピックで本市がホストタウンを務めたアイスランドの駐日
大使館と友好協力に関する覚書を交わしました。

今年の、最優先の課題は何と言っても「気候非常事態」への取
り組みです。二酸化炭素、使い捨てプラスチックの削減および
生物多様性の保全に向け、未来の地球を救うため、一緒に取り
組んでまいりましょう。
本年もよろしくお願い申し上げます。

オープンし、50周年を記念したイベントを開催の予定です。ご
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多摩中央公園が生まれ変わります！
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多摩 中 央 公 園 が 生 まれ 変 わります !

令和７年１月

これまでの多摩中央公園の良さは残したまま、市民の皆さんのニーズに応えたより快適で楽しめる、さらに魅力のある公
園とするため、民間の活力を活用したリニューアルを行います。i公園緑地課☎
（３３８）
６９５３、v
（３３８）
６８５７

どうしてリニューアルするの？

民間活力を活用した公園づくりって？

多摩中央公園は、長く皆さんに愛されてきましたが、開園から

●指定管理者制度の導入

３０年が経ち、公園施設の老朽化も目立ってきました。こうしたこ

減することができます。公園の機能やデ

皆さんと一緒に策定した基本方針の中

とから、公園内にあるパルテノン多摩のリニューアルや中央図書
館の新設と合わせて、多摩センター地区の新たな象徴となる公園
を目指してリニューアルを行います。

どうやって進めてきたの？

リニューアルにあたっては、ワークショップ
（平成３０年４月か

ザインの一体性・連携を高めるとともに、

で改善イメージとして掲げている、
「市

改修後の管理運営を効率的に行っていく

民参加型の公園管理運営」
「賑わいの企

ために、指定管理者となる民間事業者が、

画・運営機能」などを効果的に達成する

改修の設計や施工を担う予定です。

ために、改修後の多摩中央公園では、民

●民間事業者との協働がスタート

間事業者に指定管理者を担ってもらい、

ら計４回開催）
や、無作為抽出によるアンケート、落合中学校で

令和３年１２月に、「TAMAセントラル

公園に常駐してもらうこととしています。 パークJV」
（地元企業や公園管理の実績

のワークショップ・意見箱の設置など、さまざまな場で市民の皆

●Park-PFI制度の導入

さんに多摩中央公園のあり方を議論いただきました。また、ワー
クショップ参加メンバーが主体となって、リニューアル後の「公
園の使い方」
や
「過ごし方」
を模擬体験してもらう社会実験も実施
し、多くの皆さんにご参加いただきました。こうした皆さんのご
意見も踏まえ、平成３１年３月に「改修基本方針」をまとめました。

のある企業など９社で構成）と基本協定

Park-PFI制度（公募設置管理制度）は、

を締結し、改修に係る予算について市議

民間事業者が公園内に設置する施設（飲

会の承認をいただきました。皆さんも一

食店など）の収益の一部を改修整備費用

緒に公園の使い方やルールを考えていき

に充当するしくみで、市の財政負担を削

ましょう！

未来の多摩中央公園はこんな公園になります

７つのプレイス
（参加の場）に分かれた公園全体で、さまざまなグループや人が活動しています。
少しだけ、各プレイスを覗いてみましょう。

爽やかな風の通り抜
ける木漏れ日の中で、
図書館で借りた本を
読んでいる人がいま
す。円形のベンチに
は、紙芝居に熱中す
る子どもたちの姿も。

パルテノン多摩の子育て施設
「OLIVE」
から元気よく子ど
もたちが飛び出してきました。
どうやらお目当ては大池のカ
ヌー体験のようです。

地域の人や大学生、地元企業から参加したメンバ
ーが、わいわいと楽しそうに多摩センター駅周辺
を会場とした大きなイベントの相談をしています。

プレイス７

クリエイティブ・
キャンパス企画室

プレイス２
大池前テラス

プレイス３
図書館周辺

グリーンライブセンター
花と緑の活動拠点

プレイス１

シビックプライドテラス

プレイス４
大芝生広場

テントに防災トイレ、かまどベンチでの料理も。
どうやら今日は防災サバイバルキャンプをやっ
ているようです。しっかり練習できているか
な？これでいざという時も安心ですね。

ウェルネス&ピクニックパーク

プレイス５

プレイパーク

親子の遊び場特区
迫力のある大型遊具に子どもたちも
どろんこになって大歓声。幼児専用
の遊具広場もあるので、小さい子ど
もも安心して遊べます。
遊具の周りでは、パパ友やママ友た
ちが楽しそうに来週の予定を話し合
っています。来週は大芝生広場で一
緒にピクニックをするみたいですよ。

コア施設1
ケヤキハウス
パークセンター

古民家塾&にわカフェ

市と事業者から、多摩中央公園のリニューアルに関する事業概要や、公園の改修内

容などをご説明します。
※各回同じ内容

b①永山公民館ベルブホール②リンクフォレスト３階研修室（鶴牧３−５−３）
c各８０人
（先着順）
m当日直接会場へ

プレイス６
旧富澤家

古民家や里山で子どもたちが里
山体験に夢中です。庭園でお茶
を飲みながら、多摩の原風景を
感じています。

遊び疲れてすっかり空腹に。そん
なときはケヤキハウスのレストラ
ンに行きましょう。地元でとれた
食材を使ったメニューは最高！お
腹いっぱいまで食べたら…大きな
パーゴラの下でちょっとだけ昼寝
をするのもいいですね。

もっと詳しく知りたい方は、ぜひ説明会にお越しください！

d①１月９日㈰②１５日㈯、各午前９時３０分〜正午

今日はビアガーデンをや
っているようです。パフ
ォーマーの奏でる音楽を
バックミュージックに、
笑顔があふれています。

きらめきの広場

キッズ&マルシェテラス

Book パーク

疲れたらカフェで一休み…

ボランティアの方たちの育
てたお花が満開。フォトス
ポットとしても最高です。

興味のある方は
ぜひ参加してく
ださい

今後の予定
令和４年１月

市民説明会実施

３月

社会実験（プレイスメイキング）実施（第２回）

４月

改修の詳細設計開始（適宜、意見交換会を実施）

１０月

工事開始（エリアごとに段階的に工事を進めます）

令和７年１月

リニューアルオープン（全面供用開始）
指定管理開始

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
傍聴・講座などに参加する際は、自宅で検温し、体調確認の上、必ずマスクを着用してください。
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来春、新しくなるパルテノン多摩・せいせき桜ヶ丘ラスカル子ども映画祭

来春、新しくなるパルテノン多摩

iパルテノン多摩共同事業体☎(375)1414、v(376)
9191、 https://www.parthenon.or.jp

３月２７日㈰に、新しいミュージアムがオープン！
！
多摩のまちを知り、新たな視点でまちの魅力を発見しよう
新しくなるミュージアムは、市民学芸員と多摩市文化振興財団が一緒に構想を練ってきました。皆さんがまちの見方を知ることができる
「メガネ
（視点）」を手に入れて、まちの新たな魅力を再発見できるような、地域を知り、考えるきっかけとなる展示を行います。市民参加型
のミュージアムとして、一緒にパルテノン多摩ミュージアムをつくり上げましょう！

パルテノン多摩ミュージアムは
「地域まるごと博物館」
の入口です
「地域まるごと博物館」は、多摩市や多摩ニュータウンの歴史・文
化・自然の他、多摩市立ふるさと資料館（４月開館）、東京都埋蔵文
化財センター、市内企業のミュージアム（※）などを含め、「多摩市
◀イメージ図

をまるごと、『知る』ことを楽しめる『博物館』」と見立てたものです。
パルテノン多摩は
その「入口」を担う
施設として、ミュ
ージアムの展示を

定期的に展示内容が変わります

ひろがる
デジタル技術
・データベース
・アプリ等

見て現地を訪れた

市民学芸員の協力を得ながら、さまざまな切り口で企画展示を行います。
さらに、皆さんが知っている多摩市の情報を共有してもらう仕掛けも用意
しました。多摩市について新たな発見が出来るかも！？

どんな仕掛けかは

ミュージアムに来て、ぜひ体験してください。

収蔵資料をいつでも調べられます

くなるような、地
域の「博物館」と連
携した、これまで
にない展示を企画
していきます。

深める

まちの入口

つなぐ

パルテノン多摩

市民学芸員

パルテノン多摩

市民自らが楽しみながら
まちの魅力と課題を
再発見し、
地域のつながりを構築

専門施設

・図書館
・周辺の博物館など

体感する

現地
・実物を見る
・スマホで解説確認
・野外ツアーに参加

※長谷工マンションミュージアムやKDDIミュージアムなど
の企業ミュージアム、ベネッセスタードーム、多摩美術大
学美術館などのこと

パルテノン多摩に収蔵されている多くの資料をパソコンやスマートフォ
ンから閲覧できます。皆さんから集めたまちの魅力も資料として追加して
いきます。展示しきれなかった資料の検索もできるため、より詳しい情報
を知ることができます。

パルテノン多摩オープンに向けたスケジュール

親子で
楽しめる

せいせき桜ヶ丘 ラスカル子ども映画祭

「あらいぐまラスカル」などの世界名作劇場特選話、「アンパンマンが生
まれた日」
「若おかみは小学生！」
などの子ども向け作品を無料で上映します。
d２月１１日㈷〜１３日㈰b京王聖蹟桜ヶ丘
SC

見ることができます。

多摩市と駐日アイスランド大使館との
友好協力関係に関する覚書を締結しました！
東京２０２０大会で、アイスランドのホストタウンとして市内でアイスラ
ンド選手団の事前キャンプを受け入れたことをきっかけに、１２月１３日に

●今後の事業例
・世界男女平等ランキング１２年連続世界第１位

市内飲食店の弁当販売などの他、アニメ

のアイスランドの事例を学び、多摩市のさら

制作過程の複製画などを展示 共 催 多摩市、

なる男女平等社会の実現に向けた啓発や将来

日本アニメーション㈱、京王電鉄㈱、
ェ

て回りましょう。ミュージアムの展示の説明をいつでもどこでも

めることを目指します。詳細は、公式ホームページをご覧ください。

カード作り、ラスカルコラボスイーツ・

フ

ミュージアムで知った多摩のまちを、アプリを使って実際に見

広い分野でさまざまな交流の機会を設け、両者の良好な関係と友好を深

ペネロペステージショー、スノードーム

オ

まちに出てもパルテノン多摩の展示内容が見られる
アプリを開発中！

覚書を締結しました。今後、スポーツ・文化・教育・ビジネスなどの幅

A館６階アウラホールほかc最大

約２,５００人
（応募者多数の場合は抽選）n

カ

◀イメージ図

２月１日㈫
オープンスタジオ・クラフトラボの予約開始、事務所・受付窓口が移転
※３月のプレオープンまでは、パルテノン多摩２階特設窓口で受け付け
３月２７日㈰ プレオープン
内覧会を実施（詳細はたま広報１月２０日号に掲載）
。パルテノン多摩駐車場の利
用開始
４月１日㈮
会議室・リハーサル室・練習室・市民ギャラリー・コミュニティラウンジの貸
し出し開始
４月１５日㈮
クリエイティブラボ・キッチンラボの貸し出し開始
７月１日㈮ グランドオープン
全貸施設の貸し出し開始、鑑賞公演などの事業開始

ス

KAOFES実行委員会 協 力 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンタ
ー、赤技医院 後 援 多摩市教育委員会 備 考 詳細は、公式ホームペ
ージまたは、市役所２階経済観光課・市内公共施設で配布のチ
ラシ参照mi１月１７日㈪消印有効の、郵送で、チラシに付いている応募は
がきに６３円切手を貼付し、経済観光課☎（３３８）６９０９、v
（３３７）７６５９へ

的に直接交流の実施を計画
・アイスランドと多摩市の学校間交流の実施

▲ステファン・ホイクル・

・アイスランド独立記念日（６月１７日）を含む９ ヨハネソン大使と市長（右）
日間をアイスランド・ウイークとしイベントなどを実施
iオリンピック・パラリンピック推進室☎（３３８）６９４７

ペットボトルとペットボトルのふた・ラベルはリサイクルの分類が異なります。ペットボトルは「缶・ペットボトル」、ふ
たとラベルは「プラスチック」の収集日にお出しください。iエコプラザ多摩内ごみ対策課☎（３３８）６８３６、v
（３５６）３９１９
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子育て世帯臨時特別給付金、いきいきシニア、子ども・若者関連、障がい者関連
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たはより高い所得が見込まれる転職
⑵同一職場における所得増⑶安定し

令和３年度子育て世帯への
臨時特別給付金を振り込みました

た 就 労 に つ な が る 転 職 貸付額 月 額

TAMAフレイル予防プロジェ
クト「フレイル予防測定会」

４０,０００円以内（上限１２カ月）貸 付 利 率
無利子（保証人不要）償 還 期 間 ５年以

令和３年１２月９日・１６日の通知にてご案内した、先行給付の５万

内（返済が全額免除される場合あり）

円とクーポン相当分の５万円の、児童一人あたり合わせて１０万円を、

d１月２５日㈫午後１時３０分〜３時３０

返 済 免 除 条 件 貸し付けを受けた日か

分
（午後２時まで受け付け）
bひじり

ら１年以内に次の要件のいずれかを

館ホールtおおむね６５歳以上（先着

満たし１年間就業した方は、申請に

順）
n簡単な問診、測定（片足立ち時

より返済が全額免除されます。①就

間、歩く速さなど）
、簡単な体操 持

業していない方が就職②就業してい

ち 物 上履き・飲み物 備 考 動きやすい

る方がより高い所得が見込まれる転

服装で。運動中も要マスク着用 主 催

職③同一職場における所得増④安定

国士舘大学、市役所高齢支援課 共 催

した就労につながる転職 備 考 申請は

聖ヶ丘コミュニティセンター運営協

要事前相談（要予約）
i子育て支援課

ホームページをご覧ください。

議会m当日直接会場へi高齢支援課

☎（３３８）６８３３

t父母または保護者のうち一番所得が高く、かつ所得制限額を超え

児童手当で指定している口座に振り込みました。
２つの通知が届いている方で、まだ振り込みが確認できない場合
は、子育て支援課までお問い合わせください。
●申請の受け付けを開始しました
申請対象の方の申請を受け付けています。
振り込みは、申請月の翌月末ごろの予定です。振込日や金額の詳
細は、申請後に届く審査結果通知をご確認ください。詳細は、公式

ていない方で、次のいずれかに該当する方

☎
（３３８）
６９２４、聖ヶ丘コミュニティ

・令 和３年９月３０日時点で高校生（平成１５年４月２日〜平成１８年４

センター運営協議会☎（３８９）２２１１

子ども・若者
関連情報
1月 は 児 童 扶 養 手 当 の 支 払 月
です
令和３年１１月分〜１２月分の児童扶

月１日生まれ）の児童を養育している方

〔共通事項〕
miは各館へ

※兄弟姉妹分で児童手当を受給されている方は不要

※対象の記載がないものはどなたで

・公務員の方（児童手当を職場から受けている方・父母または保護
者のうち所得の高い方が公務員の方）

も。未就学児は要保護者同伴

申 請 方 法 公式ホームページのインターネット手続き・郵送または直

けやきっず一ノ宮児童館 ☎（３７５）４６４３

接、〒２０６−８６６６市役所２階子育て支援課へ

■移動児童館「このゆびと〜まれ!!」
d１月１３日・２７日各木曜日午後３時

※聖蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅各出張所では受け付けできません

３０分〜４時３０分（雨天中止）
bくるま

※申請書は公式ホームページからダウンロード可

養手当を、指定された口座に振り込

ぼり公園

みます。

とも〜る永山児童館

振 込 日 １月１１日㈫
（１月下旬になっ

■お正月遊びd１月４日㈫〜３１日㈪

ても振り込まれていない場合はご連

n羽子板やコマで遊びます

絡ください）
i子育て支援課☎（338）

■赤ちゃんタイムd１月１９日〜２月

6851

２日の各水曜日午前１０時３０分〜１１時

申 請 期 限令和４年３月３１日㈭必着

※令和４年３月生まれの新生児分のみ、令和４年４

☎（３７３）０９９１

月２８日㈭必着
i子育て支援課☎（３３８）６８５１

３０分tおおむね１歳３カ月までの子

おむね１歳以上の未就学児

１１時〜１１時３０分t未就学児

ども

ビーボ東寺方児童館

☎（３３８）５８８３

■ベビー☆パラダイスd１月１４日・

■幼児のつどいママ＆ぽよぽよd１

■よちよちd１月１２日〜２月２日の

２８日各金曜日１１時〜１１時４５分tおお

月２０日〜２月３日の各木曜日午前１０

各水曜日午前１１時〜１１時３０分t０歳

むね１歳６カ月までの子どもc各２４

時３０分〜１１時３０分tおおむね１歳３

児n１月１９日は健康センターの保健

人（申し込み先着順）
m１月５日㈬午

カ月以上の子ども

師による出張教育

前１０時から直接、または午後１時３０

d１月１３日・２７日、２月１０日・２４日、 あいらんど愛宕児童館 ☎（３７３）７６７７

■いないいないばぁ！d１月１３日〜

分から電話で、TOM HOUSE落合

３月１０日・２４日、各木曜日午前10時

■子ども科学実験教室〜ライトハウ

２月３日の各木曜日午前１１時〜１１時

児童館へ

〜 午 後０時３０分・１時３０分 〜４時

ス〜d１月８日㈯午前１０時３０分〜正

３０分t１歳以上の未就学児

からきだ菖蒲館唐木田児童館 ☎（３３８）２２７７

（受け付けは各３０分前まで）
b永山公

午t小学生以上（小学１・２年生は

ヴィヴァ−チェ諏訪児童館 ☎（３７５）０９９１

■CoCo♥KARAたいむd１月１３日

民館第１・２保育室t未就学児とそ

要保護者同伴）
c１２人（申し込み先着

■幼児のつどい「はとぽっぽ」
d①１

〜２月３日の各木曜日午前１１時〜１１

の保護者、プレママ・プレパパc各

順）n豆電球と乾電池でランプを作

月１２日・２６日②１９日・２月２日、各

時３０分tおおむね１歳６カ月までの

１０組程度
（先着順）主 催 NPO法人多

り家からもれる光の特性を学ぶ 講 師

水曜日午前１０時３０分〜１１時３０分t①

子ども

摩子ども劇場 備 考 詳細は、公式ホー

多摩子ども科学実験教室スタッフm

おおむね１歳児②２歳以上の未就学

■Pico★KARAたいむd１月１４日〜

ムページ参照m当日直接会場へi永

受け付け中

児

２月４日の各金曜日午前１１時〜１１時

山公民館☎
（337）
6661

コスモ連光寺児童館 ☎０８０（７９９０）２０７１

■０歳児のつどい「ひなたぼっこ」
d

４５分tおおむね１歳６カ月以上の未

ひとり親家庭高等職業訓練促進
資金貸付事業住宅支援資金を開

■幼児のつどい「かくれんぼ」
d１月

１月１３日〜２月３日の各木曜日午前

就学児

１４日〜２８日の各金曜日午前１０時２０分

１０時３０分〜１１時３０分n１３日は健康セ

〜１１時・１１時〜１１時４０分b本村集会

ンターの栄養士の出張教育、２７日は

所tおおむね１歳以上の未就学児c

民生・児童委員の子育て家庭支援

ひとり親で就労または転職などを

各１２人（申し込み先着順）
m各日、前

ゆう桜ヶ丘桜ヶ丘児童館 ☎（３３８）７１２２

目指す方に、家賃相当額を貸し付け

週金曜日午後１時３０分〜前日午後５

■ママとあかちゃんののんびりタイ

ます。

時に、電話または直接、コスモ連光

ムd１月１４日・２８日各金曜日午前１１

t次の要件をすべて満たす方①児童

寺児童館へ

時〜正午t０歳児

dt水・木曜日。各曜日とも一般の

扶養手当の支給を受けている
（所得

のびのびハウス豊ヶ丘児童館 ☎（３３８）５８８２

■健康推進課出張教育d１月２５日㈫

歯科診療所に通院が困難な方 受 付 時

が同水準の方を含む）
②原則として

■はじめのいっぽd１月１９日㈬午前

午前１１時〜正午t未就学児n健康セ

間 午前９時〜正午s保険診療の自己

東京都に住民登録している③市が実

１０時３０分〜１１時３０分tおおむね１歳

ンターの歯科衛生士による歯科講話

負担分 持 ち 物 健康保険証・障害者手

施する母子・父子自立支援プログラ

までの子ども

m１月５日㈬から

帳・お薬手帳mib電話で、健康推

ムの策定を受けて、自立〔⑴〜⑶の

■コアラクラブd１月１２日・２６日各

TOM HOUSE落合児童館 ☎０８０（７９７２）６５３４

進課（健康センター）☎（３７６）９１１１へ

いずれか〕
を目指している⑴就職ま

水曜日午前１０時３０分〜１１時３０分tお

■絵本とあそぼ！d１月１９日㈬午前

〔診療受付時間中は☎（３７６）８００９へ〕

市民協働指定事業みんなおいで
よ！「ぴーかぶー」
（あそびとつ
どいの広場）
コーディネーターがいるので、広
場デビューでも安心です。

始します

ト

ム

ハ

ウ

ス

障がい児
（者）
等歯科診療
「ふれあい」

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。

2022年
（令和4年）
1月1日号 たま広報

地籍調査に基づく登記が完了し

ました
（和田中学通り西側地区）

シリーズ「地域での支え合いがつくる、これからの多摩市」、市政その他
りi市役所保険年金課☎（３３８）６８４４、 なくなります。

区域内に居住・勤務または通学する

府中年金事務所☎０４２（３６１）１０１１

備 考 詳細は、公式ホームページ参照

15歳以上（中学生を除く）の方で、次

m市役所福祉総務課☎（３３８）６８８９i

の要件のいずれかを満たす方①応急

東京都福祉保健局環境保健衛生課☎

救護に関する知識を有する（普通救

０３（５３２０）４４９１

命講習など）②過去に消防団員・消

多摩消防署から
１月15日〜21日は防災とボラン
ティア週間です〜東京消防庁災害

防少年団員として１年以上の経験が

医療券（気管支ぜん息）
の更新を
忘れずに〜大気汚染医療費助成
制度〜

東日本大震災などの影響で遅れて

都内に１年（３歳未満は６カ月）以

いましたが、東京法務局により令和

上在住の１８歳未満で、気管支ぜん息

３年１１月１５日までに登記が完了しま

などに罹患しているなど、要件を満

り

した。

かん

たす方に、認定疾病に係る医療費

i道路交通課☎
（３３８）６８６０

時支援ボランティア募集中！〜

（保険適用後の自己負担分）を助成し
ています。

２０歳になったら国民年金

消防職員と連携した防火防災訓練な
どでの都民指導など地域防災力の向

日本在住の２０歳になった方
（厚生

受けるためには更新手続きが必要で

上に貢献しています。学生ボラン

年金加入者を除く）には、後日、日

す。有効期間満了の１カ月前を目安

ティア活動認証制度もあります。

本年金機構から、国民年金加入のお

に手続きをしてください。もも色の

n平常時＝地域の防火防災訓練での

知らせが届きます。

医療券をお持ちの方は、有効期間満

指導・募集活動・広報活動など、災

了までに更新手続きを行わない場合、 害時＝応急救護活動・後方支援活動

でなく、万が一、病気・けがで障害

資格喪失となり再度認定を受けられ

が残ったときや一家の働き手が亡く

登 録 要 件 原則として東京消防庁管轄

家具転倒防止器具の購入・設置支援を
無料で実施しています

なったときなどに、自身や家族を守
ってくれます。ただし、必要な手続
きを行わず保険料を未納のまま放置

追加
募集!

t満７５歳以上のみの住民税非課税世帯（令和３

すると、年金が受け取れなくなる場
合がありますので、注意しましょう。
備 考 厚生年金に加入している配偶者

防災安全係☎(375)0119

1月の本庁舎

土 日

8日㈯・23日㈰

d午前８時３０分〜正午、午後１時
〜５時 主な取扱業務 印鑑登録・住
所変更などの手続き、住民票の写
し・印鑑登録証明書・戸籍証明書
の交付、納税相談（日曜日のみ）

（３３８）６８５２、保 険 年 金 課 ☎（３３８）
６８４０

シリーズ第３回

地域での支え合いがつくる、これからの多摩市

部分 開庁

i市民課☎（３３８）６８８０、納税課☎

〒２０６−８６６６防災安全課☎（３３８）６８０２へ

料の支払いを免除・猶予する制度あ

通学先を管轄する東京消防庁の消防

してください

を実施予定mi１月１１日㈫消印有効の、郵送で、

要。学生や収入が少ない方は、保険

るmお住まいの住居または勤務先・

※各終了時間の３０分前までに来庁

の場合は抽選）備 考 対象世帯には１２月末に申請
ません。１月下旬〜３月に事前調査・取り付け

務先で、国民年金第３号手続きが必

に必要となる資格・技術などを有す

※一部取り扱いできない業務あり

年１１月２４日時点）募 集 数 ２３０世帯（申し込み多数
書を郵送。すでに支援を受けた世帯は受けられ

に扶養されている方は、配偶者の勤

ある③震災時など復旧活動時の支援

多くの学生ボランティアが登録し、 署で要事前登録i多摩消防署警防課

有効期間満了後も引き続き助成を

国民年金は、老後の生活保障だけ
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◀検討状況など新しい
しくみづくりについ
てはこちら

i企画課☎（３３８）６８１３、v
（３３７）７６５８

私たちの“まち”をより良くするために、それぞれの地域で生活・活動する人がつながり支え合って、将来の“まち”のイメージを共有し、その実
現に向けて取り組む新しい地域運営のしくみづくりをはじめました。このシリーズでは、現在進めている議論と実践の状況を紹介します。
今回は、これまで議論を進めてきた第７期自治推進委員会から報告書が提出されたことと、モデルエリアで開催中の「自分を知る」ことから始め
るエリアミーティングの取り組みについて紹介します。

議

論

令和３年１０月

任期を迎えた第７期自治推進委員会から中間報告提出

中間報告
「これからの地域をともに創る〜地域協創による多世代共生型コミュニティの形成を目指して〜」

は、
「支える・つなぐ・掘り起こす」の考えを柱に、持続的な地域のあり方と、必要となる“地域担当職員”や
“中間支援組織”、“プラットフォーム”などの事項をまとめた内容となっています。

令和３年１１月

中間報告は
こちら▼

主に市職員へ向けて委員長からの講演を実施

職員からは、地域を支えていく市職員となることへの意欲や期待の他、職場の環境づくりに関する声もあ

りました。今後も委員会での議論と並行して、学び合い、支えあう職員間の横の連携を強めていきます。

令和３年１２月

第８期自治推進委員会

開始

「つながり支え合う」地域を実現する制度や環境づくりといった具体的なしくみを継続して検討します。

実

践

第１回

令和３年１２月１２日
「自分を知る」

第２回・第３回
の参加申し込み
はこちら▼

令和３年度 エリアミーティング
（東寺方小学区）
「
『楽しい』
を地域で実現」 ３回シリーズ
第１回は、ゲーム形式で自

第２回以降は、地域の現状

分自身の興味を把握し、ペア

や課題を把握し、自分自身の

やグループで共有しながら自

興味を地域で実現していくプ

己分析を行うことで、新たな

ロセスが体験できます。興味

発見やモチベーションの源泉

がある方は、ぜひご参加くだ
さい！

第２回

１月１５日㈯午前１０時
「地域を知る」

を知る機会になりました。

第３回

２月１９日㈯午後２時
「
『楽しい』
を地域で実現」

他にも、諏訪中学区・青陵中学区をモデルエリアとして、それぞれで取
り組みを行っています！ 詳細は、公式ホームページをご覧ください。

第１回（７月５日号） 背景

第２回（10月５日号） 将来像と要素

第３回 自治推進委員会からの報告内容と実践状況

第４回（４月１日号予定） 今後の取り組み

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。
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▶
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市民参画、求人・募集、税

2022年（令和4年）
1月1日号 たま広報
●令和３年度第５回多摩市国民健康
保険運営協議会
d１月２０日㈭午後１時３０分b市役所
東庁舎会議室c３人n保険税率見直

傍聴
〔共通事項〕

キミの笑顔にまた会いたい！
永フェススマイルフォトコンテスト
今までの永山フェスティバル会場での「笑顔の写真」
「笑顔になれる

し に つ い て i保 険 年 金 課 ☎（３３８）

写真」を募集します。

６８２４

備 考 詳細は、公式ホームページに掲載の募集要項参照

m先 着 順。当 日 直 接 会 場 へ 備 考 日

mi１月７日㈮〜３１日㈪に、公式ホームページのインタ

時・場所は変更する場合あり。事前

ーネット手続きで、永山フェスティバル実行委員会事務

に要問い合わせ

局（永山公民館内）☎（３３７）６６６１へ

●令和４年１月多摩市教育委員会定
例会

多摩市社会福祉協議会正職員

d１月１２日㈬・２４日㈪各午後２時b

募 集 職 種 事務系
（社会福祉士・精神

市役所第二庁舎会議室c各５人n付

保健福祉士）募 集 人 数 ２人 １ 次 試 験

議案件の報告・決定などについてi

日 １月１５日㈯ 備 考 詳細は、多摩市社

教育振興課☎
（３３８）
６８７２

会福祉協議会で配布または URL http:

●令和３年多摩市学びあい育ちあい

//www.tamashakyo.jp/ に掲載の

確定申告のお知らせ
日野税務署からのお知らせ
申告書作成会場の開設

書等作成コーナーから申告書を作
成できます。これまで、パソコン
で所得税の申告書を送信する際に

所得税・復興特別所得税・贈与

はICカードリーダライタが必要

税・個人事業者の消費税・地方消

でした。しかし、１月からはパソ

費税の申告書作成会場を開設しま

コンの画面に表示される二次元バ

す。入場には「入場整理券」が必要

ーコードを対応スマートフォンで

です。

読み取ることで、ICカードリー

d１月２４日㈪〜３月１５日㈫（土・

ダライタがなくても、e-Tax送信

日曜日、祝日を除く。２月２０日・

が可能になりました。

ヴィータホールs無料i木管アンサン

２７日各日曜日は開場）受 付 時 間 午

i確定申告について＝日野税務署

ブルおたまじゃくしaotamajyakusi

前８時３０分〜午後４時（相談は午

☎０４２（５８５）５６６１（自動音声）、市・

２００４＠yahoo.co.jp 金詠子

前９時 か ら。提 出 は 午 後５時 ま

都民税について＝市役所課税課☎

会員募集

で）
b日野税務署（日野市万願寺６ （３３８）６８２１

載には条件あり
（掲載規定参照）
。掲載

※場所は、主な活動場所です

券 取 得 方 法国税庁公

掲載の他、市役所３階秘書広報課、聖

曜日１５:００〜１７:００、第２土曜日１０:３０〜

募集要項参照mi１月５日㈬までに、

推進審議会定例会
d１月２０日㈭午後１時３０分b市役所

多摩市社会福祉協議会

第二庁舎会議室c５人n多摩市の社

総務係☎（３７３）５６１１へ

会教育・公民館運営などについてi
教育振興課☎
（３３８）
６８７２

２月２０日号の原稿受け付けは、１月

１２日㈬〜１９日㈬です
（先着３０団体）
。掲

規定・掲載用紙は公式ホームページに
蹟桜ヶ丘駅・多摩センター駅各出張所、
永山公民館で配布。掲載の申し込みは、
公式ホームページのインターネット手

続き・直接持参またはファクシミリで、
秘書広報課v（３３７）７６５８〔ファクシミリ

の場合は、送信後に☎（３３８）６８１２へ要
電話連絡〕
へ。

※詳細は各連絡先へ。市は関与しません

催し案内
■合気道講習会（５歳〜シニア）
d１/８

㈯９:２０〜１０:２０b武 道 館s無 料i多 摩
市合気道連盟☎０９０
（４９６８）
１９８５田中

■第８回多摩フクロウの会写真展d１/
１４㈮〜１７㈪１０:００（初日１２:００）
〜１７:００b

永山公民館ギャラリーs無料i多摩フ
クロウの会☎０９０
（３５７３）
１４３４横山

■視覚障がい者マッサージ友の会

体

験コーナーd１/１５㈯１０:００〜１６:００b二
けん こう

幸産業・NSP健 幸 福祉プラザ５階つ

どいの間s１０分５００円 備 考 毎月第１・

３土曜日に実施。施術は全て国家資格

− ３ ６− ２）入 場 整 理

■筋トレ体幹健康クラブd第１・３月
１２:３０b東永山複合施設４０１号室t正月

太り、健康数値、痛み改善s入会金

ール②オンライン開催s無料iヒッポ

駐車場なし。公共交通機関をご利

を着用しています。

日１３:１５〜１５:４５b関・一つむぎ館第２

用ください

i東京税理士会事務局☎０３（３３５６）

会議室tどなたでも（初心者歓迎）
s入

e-Taxで確定申告を始めませんか

４４６１ 、 URL https://www.tokyoze

会金
（１,０００円）、月会費（３,０００円）備 考
かさ

ご見学OKi☎０９０（７８０３）２３００笠

曜日
（１日４時間）
b連光寺公園テニス

コートtどなたでもs入会金（無料）、
年会費
（１５,０００円）備 考 年 齢 不 問i☎

（３７６）
９２０８伊藤豊

か

■書道サークル
「墨の香」
d水曜日１０:
００〜１２:００、金曜日１４:００〜１６:００（月３
回ずつ）
b乞田・貝取ふれあい館tど

なたでも。初心者歓迎s入会金（無料）、
月会費
（３,０００円）備 考 見 学・体 験 自 由
i☎０９０
（７２１１）５０３６岡本

■多摩ヨガd毎週木曜日１０:００〜１１:００
b連光寺本村集会所tどなたでもs入

国税庁ホームページの確定申告

irishikai.or.jp/

都税からのお知らせ
エルタックス

１月のeLTAX休日運用日
法人事業税・特別法人事業税・

申告内容や納税について＝八王子
都税事務所☎042(644)1111

地方法人特別税・法人都民税につ

点字で課税内容をお知らせします

いて、eLTAX（地方税ポータルシ

対象となる税金は、個人事業

ステム）を利用した電子申告など

税・自動車税種別割です。希望者

の受け付けを行っています。

には、令和４年度分から点字のお

休 日 運 用 日 １月１５日㈯・16日㈰・22

知らせを同封します。

日㈯・23日㈰・29日㈯・30日㈰。

n税金の種類・納税義務者氏名・

１月15日㈯〜31日㈪はメンテナン

納税通知書番号・納期限・税額・

ス時間を除き24時間利用可能i利

問い合わせ先mi２月28日㈪まで

用 手 続 き に つ い て ＝eLTAX URL

に、電話で、東京都主税局総務部

駐車場ありi☎０９０（６０１２）
７７５８原田千

https://www.eltax.lta.go.jp/ 、 総務課相談広報班☎03
（5388）
2925へ

■ELC（英会話）d第１〜４木曜日１３:

多摩商工会議所からのお知らせ

けん こう

００〜１５:００b二幸産業・NSP健 幸 福祉
プラザt市内在住の６０歳以上s入会金

■コーラス虹d第１〜３金曜日１０:００

（３７３）
１１８５山崎

けん こう

１/１６㈰１０:００〜１２:００b総合体育館レス

〜１２:００b二幸産業・NSP健 幸 福祉プ

aha５ru２gon７＠yahoo.co.jp 松本

歳以上の女性s入会金（５００円）、月会

期演奏会d１/２９㈯１３:３０b関戸公民館

イータックス

■東部テニスクラブd月・水・金・日

■地域の資源等を活用した結婚支援d

■木管アンサンブルおたまじゃくし定

「にせ税理士」
「にせ税理士法人」

■岳精流詩吟の会d毎月第２・４月曜

（１,０ ０ ０円 ）、月 会 費（２,０ ０ ０円 ）
i☎

トランファイトs無料iタマリバティ

当日会場でも配布（整理券の配布

理士証票を携帯し、税理士バッジ

ファミリークラブ☎・v（３７１）
４５９３中
川

㈫〕はお早めに

切る場合あり）注 意 開設期間中、

がく せいりゅう

恵子

１/２２㈯１１:００〜１２:００b①聖蹟アウラホ

から事前に入手可。

７０２８橋本幸恵

■ワークショップ

語の世界♪d①１/１５㈯１４:００〜１６:００②

確定申告〔１月２４日㈪〜３月１５日

にご注意ください。税理士は、税

会金
（無料）、１回５００円 備 考 祝日休み。

家族と楽しむ多言

式LINEアカウント

状況によって受け付けを早く締め

（１,０ ０ ０円 ）、１回 １,０ ０ ０円 i ☎
（３ ３ ７）

者i☎０９０（５３９４）
６１７７山本
（当日９:００〜
１５:００）

東京税理士会からのお知らせ

ラザ３階多目的ホールt市内在住の６０

費
（３,０００円）iamegumi.a-０４０９＠oz
zio.jp

〔共通事項〕

明書・前期納付書（７月納付分）
m

ib多摩商工会議所（関戸1−1−

電話で、多摩商工会議所へ

５）☎（375）1211、 URL http://ww

第160回２〜３級日商簿記検定

w.tamacci.or.jp/

d２月27日 ㈰s２級 ＝4,720円、

年末調整個別指導会（完全予約制） ３級 ＝2,850円m１月11日 ㈫ 〜31
d１月14日㈮・19日㈬各午前10時

日㈪に、インターネット・書店申

〜午後４時t市内事業者 持 ち 物 源

し込みまたは直接持参で、多摩商

泉徴収簿（賃金台帳）・各種控除証

工会議所へ

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
傍聴・講座などに参加する際は、自宅で検温し、体調確認の上、必ずマスクを着用してください。

2022年
（令和4年）
1月1日号 たま広報

講座・催し物

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

7

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

健康・福祉

楽しく！美しい！ラジオ d①１月２４日㈪②２７日㈭、各午 c①１５人②２０人（いずれも申し込み先着順）
nラジオ体操第１の正確な運動・動作の
体操教室
前１０時３０分〜正午（１０時から受 講習
山田小太郎氏（国士舘大学男子新体操部監督）
室内用運動靴・タオ
け付け）
ル・飲み物
多摩市、学校法人国士舘
①愛宕コミュニティセンター運営協
b①愛宕かえで館ホール②ひじ 議会②聖ヶ丘コミュニティセンター運営協議会
運動できる服装でm①１月４
り館ホール
日㈫〜２３日㈰②１月４日㈫〜２６日㈬の、休館日を除く午前１１時〜午後８時に、電話ま
たは直接、①愛宕かえで館☎（３７５）２９９０②ひじり館☎（３８９）２２１１へiオリンピック・
パラリンピック推進室☎（３３８）６９４７
救急セミナー
（普通救命 d２月２７日㈰午後１時〜４時３０分 t市内在住・在勤・在学者c４５人（申し込み先着順）
B講習修了後、救命技能認定証
講習会）
b永山公民館ベルブホール
（３年間有効）を交付mi
１月１日㈷〜２月４日㈮に、メール・電話または多摩消防
署（諏訪１−６９）で配布の申込書を直接持参で、件名「救急セミナー参加申込み」、住
所、氏名（フリガナ）、生年月日、電話番号、市内在住・在勤・在学などの種別、学
生の方は学校名・学年を記入し、多摩消防署警防課救急係☎（３７５）０１１９、atama３
＠tfd.metro.tokyo.jpへ
ニュースポーツ体験教室 d１月１６日㈰午前９時３０分〜１１時
３０分
b総合体育館第２スポーツホー
ル

t小学生以上の市内在住・在勤・在学者nボッチャ・ディスクキャッチー・ネオテ
ニス・ミニテニス
室内用運動靴・タオル・飲み物
多摩市スポーツ推進
委員協議会
運動できる服装でm当日直接会場へiスポーツ振興課☎（３３８）
６９５４

d１月２０日㈭午前１０時３０分〜正 t２０歳以上の市内在住・在勤・在学者c２０人（申し込み先着順）
s５００円
徳田由
午（１０時１５分から受け付け）
美子氏（８００ⅿ元日本記録保持者）
タオル・飲み物
運動できる服装・
b南豊ヶ丘フィールド
靴（スパイク不可）で。雨天中止m１月１７日㈪までに、 URL https://ws.formzu.net/
dist/S86673789/ へi南豊ヶ丘フィールド☎（４００）５４８７（木曜日を除く正午〜午後６
時）

ランニング教室

スポーツ

お 試 し！！ 卓 球 教 室！ d2月14日・２８日、3月14日・28 t20歳以上c各２人（申し込み先着順）s各2,000円（全回分）n①中・上級者向け②初
（全4回）
日、各月曜日①正午〜午後2時 級者向け
山﨑勇治氏（元全日本大会出場選手）
室内用運動靴・タオル・
②2時15分〜4時15分
飲み物・ラケット（お持ちの方のみ）
運動できる服装でmi電話で、南豊ヶ
b南豊ヶ丘フィールド
丘フィールド（木曜日を除く正午〜午後6時）☎（400）5487へ
やま ざき

旧多摩聖蹟記念館
「旧多 d１月４日㈫〜３０日㈰午前１０時〜 n応募作品の展示。土・日曜日、祝日は書き初め体験コーナーありB毎週月・水曜
摩聖蹟記念館で新春書き 午後４時
日、第２〜４火曜日、１月１３日㈭は休館。１月４日㈫・１０日㈷は開館i教育振興課☎
初め展」
b旧多摩聖蹟記念館
（３３８）６８８３
とも ぬし

く

もん きく せん

おさ

お

文化

旧多摩聖蹟記念館常設展 d１月８日㈯〜４月１０日㈰午前１０ n相沢伴主「自画像」・公文菊僊
「坂本龍馬肖像」・渡辺長男
「明治天皇騎
馬像」など、さまざまな「肖像」を展示B毎週月・水曜日、１・２月の第２〜
示
「あの人どんな顔？
時〜午後４時
４火曜日は休館。休館日が祝日の場合は開館し、翌日休館i教育振興課
『肖像』
の魅力に迫る」
b旧多摩聖蹟記念館
☎（３３８）６８８３
永山公民館市民企画講座 d１月２２日㈯午後２時３０分〜４時 c４０人（市内在住者優先の申し込み先着順）s１００円（資料代など）mi
１月４日㈫
「デフリンピックを知っ ３０分
から、ファクシミリまたはメールで、住所・氏名・電話番号を、多摩市聴覚障害者
て み よ う。〜 パ ラ リ ン b関戸公民館第３学習室
協会v
（３３９）０４９５、atamadeaf＠yahoo.co.jp へ（電話での問い合わせ不可）
ピックよりも古いってホ
ント？〜」
公民館スマホ入門教室
「スマホで何ができるか
体験しながら基礎を学ぶ
★初級体験編」

d①１月１９日㈬②２１日㈮、各午
後２時
b①永山公民館視聴覚室②関戸
公民館創作室

t市内在住・在勤者（未就学児不可）c各１２人（申し込み先着順）
松井貴光氏（ド
コモショップグリナード永山店）
自身が利用しているスマートフォンn画面
操作の注意点、音声検索や地図の操作体験ほかBいずれも同内容m１月６日㈭午前９
時から、電話で、関戸公民館☎（３７４）９７１１へ

人権のつどい
「東京で共 d１月 ３０日 ㈰ 午 後 ０時 ３０分 〜 ２ c各２５人（市内在住・在勤・在学者優先の申し込み先
に生きるアイヌ〜お話と 時・３時 〜４時３０分（各３０分前開 着順。未就学児は要保護者同伴）
宇佐照代氏（ア
イヌ文化活動アドバイザー）
n体験を通した講話、ア
ムックリ演奏体験〜」
場）
イヌの伝統楽器ムックリ（竹製の口琴）の鳴らし方B講
b永山公民館ベルブホール
座で使用したムックリは持ち帰り可m１月５日㈬午前９
時から、公式ホームページのインターネット手続き・
電話またはファクシミリで、平和・人権課☎（３７６）
８３１１、v（３３９）０４９１へ
こう きん

暮らし

▲ムックリ

多摩市×日野市 たま学 d①２月１日②１５日③３月１日④８
びテラス「動画づくりの 日、各火曜日午後２時〜４時
はじめの一歩」
（全４回） b永山公民館視聴覚室

t市内在住者（未就学児不可）
c１０人（全回参加できる方優先の申し込み先着順）
野上五十満氏（八王子ビデオサークル）、中嶋拓哉氏〔㈱ワイ・シー・シー〕
永
山・関戸各公民館、日野市中央公民館B①〜③は多摩市会場のみで開催。④は日野
市会場とオンラインで接続し合同開催m１月７日㈮午前９時から、電話で、永山公民
館☎（３３７）６６６１へ

消費生活講座
「コロナ禍 d２月５日㈯午前１０時〜正午
を利用した悪質商法を知 b消費生活センター講座室（ベ
っ て 自 分 の 身 を 守 ろ ルブ）
う！」

t市内在住・在勤者c２０人（申し込み先着順）
nコロナ禍を利用した悪質商法の実態
と成年後見制度
消費生活センター相談員・権利擁護センター職員mi１月４日
㈫から、電話で、多摩市社会福祉協議会権利擁護センター☎（３７３）５６７７、v
（３７３）
５６１２へ

い

そ

みつ

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。
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▶
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講座・催し物、健康だより（救急診療など）
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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

冬の多摩川を歩きながら d２月６日㈰午前９時３０分〜正午
バードウォッチングして
聖蹟桜ヶ丘駅前交番付近
みませんか？「冬鳥観察 （交通公園解散）
会」

環境

「地球といのちの危機」を
崖っぷちでとどめるため
に“くらし”を変える！
地球環境学入門（全３回）

花とみどりの相談

d①２月８日②１５日③２２日、各火
曜日午後２時〜４時
b消費生活センター講座室（ベ
ルブ）

t市内在住・在勤・在学者（小学３年生以下は要保護者同伴）
c３０人（応募者多数の場
合は抽選）
飲み物・防寒具・双眼鏡（お持ちの方のみ）
多摩市水辺の楽
校 運営協議会B歩きやすい靴で。雨天中止。（公財）河川財団の河川基金助成事業
mi１月５日㈬〜２６日㈬必着の、はがき・ファクシミリまたは公式ホームページのイ
ンターネット手続きで、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢（学年）・電話番
号を記入し、〒２０６−８６６６環境政策課☎（３３８）６８３１、v
（３３８）６８５７へ（ファクシミリの
場合、送信後に要電話連絡。応募者全員に抽選結果をはがきで通知）
がっ

こう

t３回とも参加できる方c３０人（市内在住・在勤・在学者優先の申し込み先着順）
n
私たちの“くらし”と経済のあり方は果たして本当に持続可能なのか？ 今すぐ生き
方を見直さなくても間に合うのか？ 大きな視点で地球環境学を学び、一緒に考え
ます。①地球大気と温暖化②「食」と地球環境③ゴミと海洋プラスチック
山﨑
友紀氏（法政大学経済学部教授、工学博士）m１月７日㈮午前９時から、電話で、永山
公民館☎（３３７）６６６１へi
永山公民館、関戸公民館☎（３７４）９７１１
やま さき

ゆ

き

d火〜金曜日午前１０時〜正午、 n植物の育て方や病虫害の対処法など、園芸全般についてのアドバイス。電話相談
午後１時〜３時
可B１月１日㈷〜３日㈪・１１日㈫は休館。１０日㈷は開館iグリーンライブセンター☎
bグリーンライブセンター
（３７５）８７１６
問（自宅）での歯科医療を希望する方

空き地の雑草や樹木は
適正に管理しましょう！

など 注 意 事 項 紹介先での医療機関で
は保険診療の自己負担ありi健康推
かかりつけ歯科医を紹介します

進課
（健康センター）☎（３７６）９１１１、

tかかりつけ歯科医のいない方・訪

v
（３７１）１２３５

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）
☎＃８０００、☎０３（５２８５）８８９８

せん てい

私有の空き地で、雑草や樹木が

草や樹木を剪定・伐採するなど空

生い茂った状態で放置されると、

き地の適正管理をお願いします。

害虫の発生などにより近隣住民の

近隣の空き地の雑草や樹木でお悩

暮らしを損ねるおそれがあります。 みの方は、所有者などへの連絡が
また、道路にはみ出した樹木は歩

可能であれば、適正な管理をお願

行者や車両の通行の妨げにもなり

いしてください。

ます。

i 環 境 政 策 課 ☎（３３８）６８３１、v

空き地の所有者は、定期的に雑

（３３８）６８５７

j月〜金曜日の午後６時〜翌朝８時、土・日曜日、祝日、年末年始の
午前８時〜翌朝８時
休日診療当番医
（医科）
発熱者の診療は時間帯を分けて診療している医療機関もあるため、受

多摩市

いきものギャラリー

診する際は必ず事前に医療機関に電話をしてから受診してください。
急病人のみ。来院前に要電話予約。必ず時間内にご連絡・ご来院くだ
さい。
j午前９時〜午後５時 持 ち 物 健康保険証・乳幼児医療証など
診療日

医療機関名

所在地

田村クリニック
多摩市こども準夜診療所★

関戸４−１９−５健康センター内

みゆきクリニック

連光寺１−８−３

（３７２）４８５３

多摩市こども準夜診療所★

関戸４−１９−５健康センター内

（３７５）０９０９

唐木田こどもクリニック

唐木田１−５３−９唐木田センタービル
（３５５）８５０５
２階

多摩センタークリニックみ
らい

落合１−３８マグレブパーキングビル１
（３１６）８５７０
階

１/９㈰

多摩永山高田クリニック

貝取３−６医療モール永山３階

（４００）５１４５

１/１０㈷

あいクリニック

貝取１４３１−３

（３７５）９５８１

１/１６㈰

鈴木内科胃腸科

永山５−４−１０

（３７１）２７６０

１/２㈰

１/３㈪

（３７５）０９０９

※当番医は都合により変更の場合あり
★＝こども準夜診療所は日中診療あり

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
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〔１２月２９日㈬〜１月３日

▲エナガ
（令和２年１０月撮影）

▲カワウ（令和２年１０月撮影）

▲コジュケイ
（令和２年１０月撮影）

▲シジュウカラ（令和２年１０月撮影）

公式ホームページの「多摩川野
鳥ギャラリー」や「多摩の自然ギャ

覧ください。
季節ごとに特徴のある動植物や

ラリー」では、市内で見つけた動

昆虫などの情報は

植物の写真を募集しています。こ

「多摩市いきもの

れまで投稿された写真も紹介中！

季節観測」へ投稿

詳細は、公式ホームページをご

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
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分から午後５時です。

してください。

URL ホームページアドレス

多摩
 市いきも
の季節観測は
こちら◀

休日歯科応急診療所（健康センター内）＝歯科

㈪は午前９時〜午後３時３０分〕
i☎（３７６）８００９

このコーナーでは、市民の皆さんから投稿 i環 境政策課☎（３３８）
６８３１、v
（３３８）６８５７
いただいた市内の動物や植物を紹介します。

電話番号

落合１−３２−１多摩センターペペリビ
（３５６）０６７７
ル５階

１/１㈷

Ⓒ多摩市

2022年
（令和4年）
1月1日号 たま広報

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症関連情報

新型コロナウイルスワクチン情報
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新しい給付金が始まります

多摩市住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

●３回目の追加接種（集団接種・個別接種）について
１月２２日㈯から３回目の追加接種を実施します（今後、国から新たな
方針が示された場合は、変更する可能性があります）。

令和３年１１月１９日付けの閣議決定を受けて、新しい給付金を開始

t新型コロナウイルスワクチンの２回接種完了から７カ月以上経過した

します。詳細が決まり次第、公式ホームページなどでお知らせしま

１８歳以上の市民
（接種券は、１月１３日㈭から順次対象者に発送します）

すので、対象と思われる方はご確認ください。

予 約 方 法 多摩市ワクチン予約サイト
（ＷEBサイト）、新型コロナウイル

給 付 対 象 者 次のいずれかに該当する世帯が対象です。

スワクチン接種コールセンター、自動応答（AI）予約専用コールセンタ

①基準日（令和３年１２月１０日）において世帯全員の令和３年度分の住

ー
（接種券が届き次第、予約が可能です）

民税均等割が非課税である世帯

・７０歳以上の方:あらかじめ市が接種日時・会場・ワクチンの種類を指

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世

定させていただきます（上記の方法で変更可）。

帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）

・６９歳以下の方:ご自身で上記の方法のいずれかでご予約いただきます。

受 給 権 者 世帯の世帯主

使 用 ワ ク チ ン mRNAワクチン
（ファイザー社ワクチンまたは武田/モデ

給 付 額 １世帯につき１０万円

ルナ社ワクチン）

●詐欺被害にご注意！

接 種 費 用 無料

・市が現金自動預け払い機（ATM）の操作をお願いすることは、絶

接 種 場 所 集 団接種＝①聖蹟桜ヶ丘接種会場
（関戸２−３７−３京王聖蹟

対にありません。

桜ヶ丘SCさくらゲート３階。３月末まで）②永山接種会場（永

・市が「多摩市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付

山２−１−７JTBフォレスタ４階。３月末まで）③多摩センタ

のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

ー接種会場（落合１−３２−１多摩センターペペリビル５階）

※自宅や職場などに市や国の機関などをかたった電話・郵便・メー

個別接種＝接種可能な市内個別医療機関の情報は公式ホームペ

ルがあった場合は、警察相談専用電話☎＃９１１０にご連絡ください

ージをご覧ください。順次開始予定です。

i福祉総務課☎（４００）０８６８

そ の 他 ・副反応については厚生労働省のホームページをご覧ください。

・接種会場に専用の駐車場および喫煙所はありません。
・集団接種会場では、接種日当日のみ使用可能なタクシーチケッ

多摩市民の感染者数（令和３年１２月８日〜１２月１６日）

ト
（１,０００円分）を希望する方に配布します。
●１・２回目の接種について

i健康推進課☎（３７６）９１１１

１月８日㈯に、令和３年１２月に新たに１２歳になった市民・これまで２

新規感染者数

２人 ／ １８６人

回接種が完了していない市民を対象に、健康センターで１回目の集団接

多摩市

種を実施します
〔定員あり。ファイザー社ワクチンを使用。２回目接種
日は１月２９日㈯〕
。
予 約 方 法 電話で、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターへ

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〔１２
は土・日曜日、祝日を含む午前９時〜午後５時〕
※聴覚に障がいのある方や電話が聞き取りにくい方は、v０４２（３１３）７７５４

２,１１１人

（内２,１０９人が退院などをされた方）

高齢者施設等の入所者と従事者の方を対象に初回接種の完了から８カ

をご利用ください

月以上の経過を待たずに追加接種を実施します。

（この記事は１２月２１日時点の情報で作成しています）

※詳細は各施設にお問い合わせください

感染しない！感染させない！

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、一人ひとり
が「感染しない・感染させない」ための取り組みを行うことが重要です。

新型コロナウイルス感染症

年末年始は人との接触機会が増える時期です。改めて感染予防の取り組

基本的な感染予防対策を徹底しましょう
室温１８度・湿度４０％以上を維持できるように

東京都

新型コロナウイルスワクチン
高齢者施設へ入所している方に１月中旬から前倒し接種します

月２９日㈬〜１月３日㈪を除く平日午前９時〜午後５時。１月15日㈯以降

●換気をしましょう

累計感染者数

みをご確認いただき、感染を拡大させ
ないようにしましょう。

・混雑している場所や時間を避ける！

i健康推進課☎（３７６）９１１１

の症状がある場合は、外出を控えましょう。

・屋外でも密接・密集を避ける！

暖房器具を使用しながら、常に１方向の窓を少

飲食するときは…

し開けるようにしましょう。

・少人数・短時間で！

●手洗い・手指消毒をしっかりしましょう

・感染拡大防止策を行っているお店で！

の情報を含む都内の新型コロナウイルス感

・テイクアウトやデリバリーの活用も！

染症に関する最新情報などは、東京都福祉

●マスクを外す瞬間に要注意！

保健局の新型コロナ保健医療情報ポータル

こまめに手洗い・手指消毒をしましょう。手
洗いの際には、指先や爪・指の間、手首も忘れ
ずに洗いましょう。
●ゼロ密を目指しましょう
「密接しない」
「密集しない」
「密閉しない」のゼ

感染リスクが高まる場面として、マスクを外
す瞬間に注意が必要です。
食事中や車の中などでのマスク無しでの会話

●最新情報をご確認ください
変異株情報・感染者情報・相談窓口など

URL https://www.fukushi

hoken.metro.tokyo.lg.
jp/iryo/kansen/corona_

ロ密を目指しましょう。

は控えましょう。

portal/index.htmlで随時

人と会うときは…

●体調が悪い時は外出を自粛しましょう

更新されています。

・十分な距離を保つ！

外出の前に検温し、発熱している場合や風邪

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。
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▶
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毎年恒例！たま広報お年玉クイズ

例

毎年恒

2022年（令和4年）1月1日号 たま広報

全問正解した方に、すてきなお年玉プレゼン

たま広報お年玉クイズ

ク イ ズ の答え方
ニャ！
３月２７日㈰にオープンす
るパルテノン多摩ミュ
ージアムの構想は？
Ａ１ ①地域まるごと博物館
②地球まるごと博物館
③多摩まるごと博物館
ヒントは３面にあるニャ！
Ｑ１

令和３年１１月３日に、３０年後に発掘するタイ
ムカプセルを埋蔵した、
もり
「タイムカプセルの杜」
がある公園の名前は？
Ａ２ ①多摩中央公園②永山
北公園③宝野公園
ヒントはたま広報１１月２０日号にあるニャ！
Ｑ２

４月に旧北貝取小学校
跡地に開館する地域・
郷土を学べる施設の名
前は？
Ａ３ ①多摩ふるさと資料館
②多摩れきし資料館
③多摩じだい資料館
ヒントはたま広報９月２０日号にあるニャ！
Ｑ３

 内で事前キャンプを
市
実施したアイスランド
の選手たちが東京２０２０
・ ・ ・
大会で出場していない
競技は？
Ａ４ ①オリンピック競泳② Eyleifur Johannesson
より
パラリンピック自転車
競技③パラリンピックトライアスロン
ヒントはたま広報１０月５日号にあるニャ！
Ｑ４

ジャムやソフトクリー
ムなどにするとおいし
い、多摩市友好都市の
長野県富士見町で生産
量日本一の特産品とい
えば？
Ａ５ ①かぼちゃ②赤いルバーブ③バナナ
ヒントはたま広報６月５日号にあるニャ！

令和４年

多摩市消防団出初式
d１月９日㈰午
前１０時３０分〜１１
時３０分b多摩中
央公園n当日午
前７時３０分に市
内全域、１１時〜１１時３０分ごろに多摩中央公
園でサイレンが鳴ります。火災と間違えな
いようご注意ください 備 考 雨天時・緊急事
態宣言発出時は中止i防災安全課☎
（３３８）
６８０２

ぜひ挑戦してニャ！

i秘書広報課☎３３８（６８１２）、v（３３７）７６５８

お 年 玉 プレゼント

Q１〜Q５の問題の答えを、①〜③から選ぶ

Ｑ５

トが抽選で当たるニャ！

Aサンリオピューロランドパスポートチケット＝２０
組４０人
Bココリア多摩センター６階レストランお食事券
５,０００円分＝１０人
C多摩市特産品など詰め合わせセット＝１０人
D長谷工非常食安心セットと防災マニュアル＝10人
E京王ライナー乗車記念トレーディングカード
（迎
春・初日の出）＝３０人
F東京ヴェルディ２０２１シーズンレプリカユニフォー
ムＬサイズ＝３人
Gジャイアンツオリジナルカレンダー（非売品）＝５
人
HNEＷ ERA×ジャイアンツコラボキャップ（デザ
インは選べません）＝３人
I富士見パノラマリゾートゴンドラ・リフト招待券
＝１０組２０人
J富士見高原スキー場招待券＝１０組２０人
Kパルテノン多摩再開館記念映画無料ペアチケット
＝５組１０人
Lパルテノン多摩絵葉書セット（種類は選べません）
＝１０人
Mアイスランドオリンピック選手団ピンバッジ
（種
類は選べません）＆ガイドブック他＝１２人
N〜 P多摩市聖火リレーサポーターTシャツNSサ
イズOMサイズPＬサイズ＝各２人
🆀市制施行５０周年記念誌＆ノベルティセット＝３人

A

C

© 2022 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL No.P1312095
S/D・G

D

E

F

G

IJ

L

M

N〜P

プレゼント提供：A㈱サンリオエンターテイメントBココリア多摩セン
ターCグリナード永山会D㈱長谷工コーポレーションE京王電鉄㈱F東
京ヴェルディGH㈱読売巨人軍IJ長野県富士見町KLパルテノン多摩
共同事業体🅼アイスランドオリンピック選手団、駐日アイスランド大使
館🅽〜🆀多摩市

応 募 について
応 募 資 格 市内在住・在勤・在学者

H

Q

はがきの記入項目

応 募 方 法 １月７日㈮消印有効の、公式
ホームページのインターネット手続き
または、はがきに右記項目を記入し、
〒２０６−８６６６秘書広報課へ
※応募は一人一回まで（複数応募は無効）。当選者の
発表は賞品の発送をもってかえさせていただきま
す。クイズの正解はたま広報１月２０日号で
発表。プレゼントの発送は２月上旬ごろを
予定

①Q１〜Q５のクイズの答え
②希 望 す る お 年 玉 プ レ ゼ ン ト の ア ル
ファベット
③住所
（在学・在勤の場合は学校名・会
社名も）
④氏名 ⑤年齢
⑥リ ニューアルしたたま広報について
のご意見・ご感想
⑦公 式ホームページ、公式ツイッター、
YouTube多摩市公式チャンネルにつ
いてのご意見・ご感想

お絵かきワークショップ作品
「いのちのぬくもり」展示
令和３年６月に実施した「お絵かきワークショップ」で子ども
たちが描いた、高さ１.８m×幅４mの２つの大作です。テーマは
「命の大切さ」。講師に画家の田川誠さんとディレクターの深澤
慎也さんをお招きし、すてきなアート作品に仕上げていただき
ました。心が温かくなる、子どもたちのいきいきとした
「命の
エネルギー」をぜひ感じ取ってください！
d１月４日㈫〜１７日㈪午前１０時〜午後９時b京王聖蹟桜ヶ丘
SC AB館７階連絡ブリッジ展示スペースi平和・人権課☎
（３７６）８３１１、v
（３３９）０４９１

どんな風に作品が出来上がったのか見て
みよう！
１歳〜１１歳の子どもたちと保護者、総
勢４０人が参加して、元気いっぱいお絵描
きをしました！ 作品完成
までのタイムラプス動画を
YouTube多摩市公式チャ
ンネルで配信中です。

多摩市は健幸まちづくりに取り組んでいます

