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「たまりぽうと」は、多摩区内で開催予定のイベントをお知らせするものです。

たまりぽうと

ＷＥＢサイト「まいぷれ川崎市多摩区」でも、
「たまりぽうと」をご覧いただけます。
印刷用のPDFファイルも公開しています。

携帯やスマホからも
イベント情報を要チェック！！

「たまりぽうと」は、「まいぷれ」でも見られます！
地域ポータルサイト「まいぷれ川崎市多摩区」

登戸稲荷社（登戸2297）
八幡宮（宿河原3ｰ21ｰ7）
諏訪社（長沢4ｰ7ｰ1）
杉山社（西生田3ｰ3ｰ2）
天神社（枡形6-16-7）
五反田神社（三田1ｰ2ｰ10）
子之神社（菅北浦5ｰ4ｰ1）
八雲神社（菅2ｰ18ｰ15）
須賀神社（栗谷3-18-5）
　問合せ／044-911-8051（登戸稲荷社）

除夜の鐘

年初めの参拝は、地元の神社へ！
お神酒や甘酒、みかんが振る舞われる神社もあります。

除夜（大晦日の夜）の深夜0時をまたいで、寺院の鐘を撞いて鳴らし
ます。多摩区内でも除夜の鐘が撞けるお寺があります。

初詣

龍安寺（宿河原2-44-17）
23：00～24：00に記帳して
順番に鐘をつきます
アクセス／宿河原駅・登戸駅・向
ヶ丘遊園駅より徒歩約10分
Ｐ／なし
￥／無料　定員／なし
問合せ／044-911-2365

長念寺（登戸1416番地）
24：00～（108回）
アクセス／向ヶ丘遊園駅より徒歩
約10分、登戸駅より徒歩約15分
Ｐ／なし　￥／無料
　※工事中のため、変更となる場合が
　　あります。

妙楽寺（長尾3-9-3）
23：30～26：00頃
アクセス／久地駅より徒歩約20分、
登戸駅より徒歩約25分
￥／無料
定員／なし　Ｐ／あり
問合せ／044-922-3653
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長尾神社（長尾3ｰ10ｰ1）
　問合せ／044-977-5639（白幡八幡大神）

堰稲荷神社（堰2ｰ5ｰ20）
中野島稲荷神社（中野島1-16-2）
　問合せ／090-7739-2772（中野島稲荷神社）

※変更の可能性や未掲載のものも
　あります。ご了承ください。

除夜の鐘・初詣今 回 の お す す め
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多摩区で⾏われるイベント情報をお届けします。

※2015年12⽉3⽇時点の情報です。
 内容が変更になることもありますので
 お出かけ前に主催者にお問い合わせください。

『まいぷれ川崎市多摩区』もあわせてご覧ください。『まいぷれ川崎市多摩区』もあわせてご覧ください。
http://tama-kawasaki.mypl.net/http://tama-kawasaki.mypl.net/

『まいぷれ川崎市多摩区』もあわせてご覧ください。
http://tama-kawasaki.mypl.net/

出演：長沢小学校、南生田小学校、長沢中学校、南生田
中学校、生田高校、百合丘高校、生田高校、長沢囃子保
存会（吹奏楽やチアリーディング、合唱、ダンスなど）

第4回 ながわさにこにこハーモニー

場所／百合丘高校 体育館（南生田４-２-１）
アクセス／バス「百合丘高校前」より徒歩約２分、「百合
丘高校裏」より徒歩約5分　駐車場／なし　持ち物／
スリッパ（寒いので要防寒！）　問合せ／044-976-0540
（長沢まちづくり協議会事務局・ASA南生田）
※長沢商店会店頭に児童生徒による告知ポスター掲示

12/23（水・祝） 12：30～15：30頃（12：00開場）
予約不要 どなたでも 定員なし 無料 屋内

MAP 2

開催中の「岡本太郎と中村正義 東京展」関連イベント
です。映画「父をめぐる旅　異才の日本画家・中村正義
の生涯」を上映します。

中村正義ドキュメンタリー映画上映

場所／川崎市岡本太郎美術館 ガイダンスホール
　　（枡形7-1-5）
アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅より徒歩約17分
駐車場／生田緑地駐車場（有料）
問合せ／044-900-9898
http://www.taromuseum.jp/

12/19（土）・20（日）・26（土）・27（日）
予約不要 どなたでも 各日定員70名 無料 屋内

MAP 1各日14：00～

秋山雅子さんによる「絵本の読み聞かせ」と、アンサン
ブル「ブーケ」のフルートアンサンブルをお楽しみくだ
さい。今年度最後のおはなしコンサートです。

おはなしコンサート

12/23（水・祝） 11：00～11：40（開場10：40）
予約不要 どなたでも 定員なし 無料 屋内

MAP 3

お正月遊びコーナー（10：30～15：00）、むかし話（12：
15～13：00）、獅子舞（13：30～14：00）、甘酒配布（11：
00～）など日本のお正月をお楽しみください。

民家園　お正月を遊ぶ

場所／日本民家園（枡形7-1-1）　
アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅南口より徒歩約13
分、ＪＲ南武線登戸駅より徒歩約25分　
駐車場／生田緑地駐車場（有料）、混雑する可能性
あり　問合せ／044-922-2181
http://www.nihonminkaen.jp/

1/5（火） 9：30～16：30開園（入園は～16：00）
予約不要 どなたでも 定員なし 入園料 雨天一部縮小

MAP 4
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場所／中野島こども文化センター
（多摩区中野島4-22-7）
アクセス／JR南武線中野島駅より
徒歩約12分
駐車場／なし
問合せ／044-932-0971

ー

り



予約不要 どなたでも 定員なし 一部有料 小雨決行

屋内では、凧作り、かるた、すごろく、福笑いを、屋外で
は、凧あげ、竹馬、竹笛作り、こま、めんこ、わなげをお
楽しみいただけます。お汁粉のサービスも！

お正月遊びを楽しもう

場所／二ヶ領せせらぎ館（宿河原１-５-１）
アクセス／JR南武線・小田急線登戸駅多摩川口よ
り徒歩約10分　駐車場／なし
問合せ／044-900-8386（ＮＰＯ法人多摩川エコ
ミュージアム）
http://www.seseragikan.com/

1/11（月・祝） 10：00～15：00 MAP

多摩区消防出初式

1/9（土） 10：00～11:40
予約不要 どなたでも 定員なし 無料 雨天は下記

MAP 5

多摩消防署と多摩消防団による出初式です。迫力満点
の勇姿をご覧ください。消火体験・煙体験・起震車など
の体験ブースもあります。 雨天の場合は、川崎市立稲
田中学 武道場で、式典のみ行います。
場所／二ケ領せせらぎ館（宿河原1-5-1）付近多摩川河
川敷　アクセス／JR南武線・小田急線登戸駅より徒歩
約10分　駐車場／なし
問合せ／044-933-0119（多摩消防署）

1/25（月） 10：00～11：30

町田市立自由民権資料館学芸員の松崎稔氏を講師に、
地元多摩の明治のころの様子を学びます。

文化サロン「多摩区の歴史明治期IV」

事前申込み どなたでも 定員40名 無料 屋内

MAP 9

場所／多摩市民館 第1会議室（登戸1775-1）
アクセス／JR南武線登戸駅より徒歩約10分、小田急線
向ヶ丘遊園駅北口より徒歩約5分
駐車場／あり（有料）、公共交通機関をご利用ください
申込み／1/11迄に往復葉書（〒、住所、氏名、ＴＥＬ明記）
にて市民館内「文化協会　文化サロン」係宛　※抽選
問合せ／044-935-3333（多摩区文化協会　文化サロン）

森の恵みと自然の中で遊ぶ楽しさを体感する催しです。
ネイチャーゲーム、森のアートづくり、大鋸で丸太切り、
焼き芋づくり、豚汁づくりなどをお楽しみください。

第13回ひなた山ぼっこ祭り

場所／ひなた山ぼっこ広場（東生田緑地・日向山の森）
アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅・生田駅より徒歩約
20分　駐車場／なし、駐輪場あり
問合せ／044-933-9246（日向山うるわし会事務局 大
江原 9：00～18：00）
※中学生以下は無料です。

1/17（日） 10：00～13：00
予約不要 どなたでも 定員なし 300円※ 小雨決行

MAP 8

五穀豊穣、村内安全を祈願して行われる伝統的な射的
（いまと）行事。正座のまま、大きな的に向かって矢を射
るのが、長尾神社のマトーの特徴です。

長尾神社の射的（マトー）

場所／長尾神社（長尾3-10-1）
アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅よりバス「長尾」下車
徒歩約10分　
駐車場／なし
主催／長尾神社奉賛会
問合せ／044-977-5639（白幡八幡大神）

1/10（日） 10：00～
予約不要 どなたでも 定員なし 無料 雨天決行

MAP

7

1/31（日）11：00～
登戸稲荷社（多摩区登戸2297）
　問合せ／044-911-8051

1/31（日）12：30～
五反田神社（三田1-2-10）
　問合せ／044-911-8051（登戸稲荷社）

6

関連イベント（ギャラリートークなど）の情報は、ホーム
ページをご覧ください。

第19回岡本太郎現代芸術賞展

場所／川崎市岡本太郎美術館（枡形7-1-5）
アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅より徒歩約17分
駐車場／生田緑地駐車場（有料）
休館／月曜、祝日の翌日（土日祝を除く）
観覧料／一般600円、高大生・65歳以上400円、中学生
以下無料　問合せ／044-900-9898
http://www.taromuseum.jp/

2/3（水）～4/10（日） 9：30～17：00（入館16：30迄）
予約不要 どなたでも 定員なし 観覧料 屋内

MAP 10

地域の人が大勢集まり、福豆を奪い合う！？
恒例の人気行事に参加してみませんか。節分祭・節分会
2/3（水）16：00（予定）～
菅の薬師堂（菅北浦4-16-2）
　問合せ／044-944-2001
（菅薬師奉讃会）



■ホームページから！　「まいぷれ川崎市多摩区」へのイベント掲載はこちらからできます。
　http://tama-kawasaki.mypl.net/inquiry/event_entry
■FAXの場合　047-495-0625（株式会社フューチャーリンクネットワーク）まで送信してください。
　※タイトルに「たまりぽうと」と記載し、必ずお名前とお電話番号をご記入ください。
■メールの場合　info@mypl.net　※タイトルに「たまりぽうと」と記載してください。

多摩区近隣で行なわれる行事やイベントの情報を募集しています。お寄せいただいた情報は、「たまりぽうと」または多摩区地域ポータル
サイト「まいぷれ川崎市多摩区」に掲載します。　※「たまりぽうと」への掲載については、2～3ヶ月前までに情報をお寄せください。

みなさまからの情報をお待ちしています！

発行：多摩区役所企画課　TEL: 044-935-3147　FAX: 044-935-3391
　　　　　　　　　　  　MAIL: 71kikaku@city.kawasaki.jp

編集：株式会社フューチャーリンクネットワーク　　　　　発行日：2015年12月15日

場所／多摩市民館 大ホール（登戸1775-1）
アクセス／JR南武線登戸駅より徒歩約10分、小田急線
向ヶ丘遊園駅北口より徒歩約5分
駐車場／あり（有料）、公共交通機関をご利用ください
問合せ／044-935-3239（多摩区役所地域振興課）

質の高い音楽を身近な場所で気軽に楽し
める”たまアトリウムコンサート”は今回５０
回を迎え、日頃の感謝をこめてスケール
アップして市民館で開催いたします。

お子様からシニアの方まで、気軽に楽しく様々なスポー
ツを体験することが出来ます。

第3回　多摩区スポーツフェスタ

場所／多摩スポーツセンター（菅北浦4-12-5）および周
辺施設
アクセス／JR南武線稲田堤駅、京王稲田堤駅、小田急
小田原線読売ランド前駅より徒歩約20分、小田急バス
「南菅中学校」下車徒歩約1分
駐車場／あり（有料）、公共交通機関をご利用ください
問合せ／044-935-3118（多摩区役所地域振興課）

3/13（日） 10：00～15：30（開会式9：15～）
一部事前予約 どなたでも 種目により定員制 無料 屋外は雨天中止

MAP 16

第50回たまアトリウムコンサート

2/17（水）
予約不要 どなたでも 定員900名 無料 屋内

MAP 1413：00～15：00

2/14（日） 14：30～16：30（14：00開場）

多摩川吹奏楽団によるコンサートです。梁塵秘抄～熊
野古道の幻想～、日本愛唱歌集、伝説の「アニメ」メド
レーなどを演奏予定。※未就学児も入場可能です。

ファミリーコンサート

予約不要 どなたでも 定員908名 無料 屋内

MAP 13

場所／多摩市民館 大ホール（登戸1775-1）
アクセス／JR南武線登戸駅より徒歩約10分、小田急線
向ヶ丘遊園駅北口より徒歩約5分
駐車場／あり（有料）、公共交通機関をご利用ください
問合せ／044-733-3463（多摩川吹奏楽団）　
http://www.tamasui.com/

まちカツ！～広げようみんなの力！多摩のまちづくり～

場所／多摩区総合庁舎 11階会議室（登戸1775－1）
アクセス／JR南武線登戸駅より徒歩約10分、小田急線
向ヶ丘遊園駅北口より徒歩約5分
駐車場／あり（有料）、公共交通機関をご利用ください
主催／多摩区まちづくり協議会・多摩区役所
問合せ／044-935-3148（多摩区役所地域振興課）

2/11（木・祝）13：00～16：30
予約不要 どなたでも 定員100名 入場無料 屋内

MAP 12

多摩区内の地域課題解決に資する市民活動団体・グルー
プ等のポスターセッションと交流会を開催します。身近
な地域で活躍する団体のことを知る絶好の機会です。

ゴルフ場の市民開放日です。芝すべり、ふれあい動
物園・スナッグゴルフ体験・引きノコギリ体験

川国で遊ぼう

場所／川崎国際生田緑地ゴルフ場（枡形７-１-１０）
アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅よりバス「専修大学
前」下車徒歩約3分
駐車場／公共交通機関をご利用ください
問合せ／044-934-0015
http://www.tokyu-golf-resort.com/kawasaki/

2/7（日）
予約不要 どなたでも 定員なし 入場無料 雨天決行

9：00～16：00 MAP 11

旧工藤家住宅のふるさと、岩手県に伝わる郷土芸能
「みかぐら」「荒崩し舞」「中野七頭舞」の公演です。
10：00～東日本大震災復興支援物産の販売も！

伝え続けたいもの～岩手の郷土芸能

場所／日本民家園（枡形7-1-1）　
アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅南口より徒歩約13
分、ＪＲ南武線登戸駅より徒歩約25分　
駐車場／生田緑地駐車場（有料）、混雑する可能性
あり　問合せ／044-922-2181
http://www.nihonminkaen.jp/

3/6（日） 11：15～12：00、13：30～14：00
予約不要 どなたでも 定員なし 入園料 小雨決行

MAP 15
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