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　不要になった衣類や小
型家電などを回収します。
時間　�10時～15時半（荒天中止）　
場所　高津図書館前ブース
宮前生活環境事業所

☎866-9131、 857-7045

古着・小型家電回収

大山街道でみこしが
担がれている様子

（昭和30年代）
　この写真の時代から
半世紀以上が経ちます
が、ことしの区民祭で
もみこしが担がれます。

ふるさとアーカイブ

日時　7月26日㈫12時～12時40分
場所　区役所１階ロビー
出演　城島恵子［ピアノソロ］
曲目　�ショパン�/�ワルツOp.34-3�

リスト�/�演奏会用パラフレーズ
「リゴレット」

第180回
区役所地域振興課☎861-3134、 861-3103

　期日前投票は、高津区役所と橘出張所で投票できます。詳しくは、
選挙時に郵送する案内をご覧ください。
　坂戸小学校体育館の改修工事に伴い、投票場所を
坂戸小学校1階の家庭科室に変更しました。
対象　坂戸一丁目、坂戸二丁目、坂戸三丁目

区役所選挙管理委員会☎�861-3124、 861-3103

第24回参議院議員通常選挙
～期日前投票所の案内および第10投票区の投票場所変更～

区選挙管理委員会
からのお知らせ

時間　13時半～16時半（荒天中止）
場所　岩崎酒店（溝口3-11-15）前
内容　大山街道活性化の取り組み紹介、あゆの
絵付けワークショップ（当日先着50人）
区役所地域振興課☎861-3134、
861-3103

大山街道アクションフォーラム

　ことしも夏がやってきました。夏といえばお祭り！ 今月は夏の
お祭り特集です。
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第9回	高津老人福祉・	
	 地域交流センターまつり

場所　高津老人福祉・地域交流センター
内容　さんの市（野菜販売）、パン・お菓
子の販売、手作り体験コーナー、エプ
ロンシアター、歌声ひろば、模擬店、
スタンプラリーなど

高津老人福祉・地域交流センター☎853-1722、 853-1729
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場所　市民プラザ
内容　ふるさと芸能大会、お楽しみ抽
選会、子ども広場（工作コーナー・移動動
物園など）、地元産野菜の即売会など
橘出張所☎777-2355、 777-4299

橘地区の夏の一大イベント！
第37回橘ふるさと祭り

　ユニカールとは、体育館で行うカーリ
ングのようなスポーツで、ルールが簡
単で誰もが気軽に楽しむことができま
す。初めての人もぜひご参加ください。
時間　9時15分～11時（受付9時から）　
場所　高津スポーツセンター
募集内容　小学生の部、中学生以上
の部　各８チーム（競技は3人制で1チー

ム6人以内）
費用　1人100円　
持ち物　体育館履き

7月20日17時までに電話かFAX
（チーム名、代表者名［小学生の部は
保護者名も］、連絡先、人数を記入）で
区役所地域振興課☎�861-3145、
861-3103。［抽選］

ユニカール大会

時間　�10時～15時（一部荒天中止）　場所　高津スポーツセンター
内容　地域の皆さんの発表、模擬店、子ども縁日（内容によって
時間が異なります。詳細はお問い合わせください）
高津スポーツセンター☎813-6531、 813-6532
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城島恵子

7 日31
時間　13時半～19時半（荒天中止）　場所　大山街道他
内容　市消防音楽隊や小・中学、高校生による音楽演奏、
連合町内会による伝統の「納

おさめだ ち

太刀」の披露、多くの団体に
よるパレード、各種展示ブースの出展、屋台の出店など（MAP①）。今回は新たに、
区内企業ブースが並ぶ二子神社での催し（MAP②）やにこぷら新地で浴衣の着付け、
ネイルアート、ヘアメーク（全て有料）などが実施されます（MAP③）
交通規制　大山街道（二子橋～栄橋）は開催時間中、車両通行止めになります
高津区民祭実行委員会事務局☎844-7778、 050-3737－4901

市で導入した水素で走る燃料
電池自動車「MIRAI」も出走！

高津の夏の風物詩！
第４３回高津区民祭



障害者福祉施設の取り組みなどを紹介する今月のふくシティは１４日㈭、１５日㈮に区役所ロビーで開催。出展団体は区ホームページなどでご確認ください。問区役所高齢・障害課☎861-3253、 861-3249
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14時半。プラザ橘で。各回3歳以上
の120人。 ７月24日10時からプ
ラザ橘窓口でチケットを配布（1人４枚ま
で）。プラザ橘☎788-1531、 788-
5263。［先着順］
中学生のための郷土理解講座
～探ろう！大山街道の歴史～

　大山街道に関する講義やふるさと館
周辺の史跡の見学を通して大山街道
の歴史を学びます。８月8日㈪10時～
12時半。大山街道ふるさと館で。中
学生60人。 ７月15日９時半から直
接、電話、FAXで大山街道ふるさと館
☎813-4705、 814-0250。［先着順］

エコシティホールツアー＆
自然エネルギー体験工作教室

　区役所の環境に関する取り組みを
巡るツアーやソーラークッカー（太陽
光調理器）の工作を通じてエコを学び
ます。8月10日㈬13時～15時半。区 
役所保健ホールで。小学3年生以上
20人（保護者同伴可）。300円。
7月15日までに直接、郵送、FAX、メー
ルで〒213-0001溝口1-4-1ノクティ
2-11F（高津市民館内）市地球温暖化
防止活動推進センター☎813-1313、

330-0319、 info@kwccca.com 
［抽選］

木育ワークショップ
　森林の成り立ちや、木の良さ、文
化を学び、ワークショップでは（株）岡
村製作所のプロの指導を受け、宮崎
県産の木材などで「世界に一つだけ」
のいすを作ります。8月27日㈯、28
日㈰、10時～17時、 全2回。 高津
市民館で。 子ども（5歳～中学生）を
含む家族など2～3人のグループ15組

（特別支援学級在籍児童3組優先）。
保険料60円。講師：須藤シンジ氏（ピー
プルデザイン研究所）。持ち物：使い
慣れた工具。 7月18日～8月5
日17時までに直接、区ホームペー
ジ、郵送とFAXの場合は参加者氏名・
年齢（学年）、特別支援学級在籍の場
合はその旨も記入で〒213-8570高
津区役所保育所等・地域連携☎861-
3340、 861-3307。［抽選］
オペラ「泣いた赤鬼」観覧募集

　家族全員で楽しめるオペラです。9
月3日㈯❶11時半～12時半❷14時
～15時（各公演30分前に開場）。 高
津市民館大ホールで。各回500人。
中学生以上は1,000円、小学生以下
は100円。 7月19日から区ホー
ムページか往復ハガキに全員（6人ま
で）の氏名・年齢、代表者の住所・電
話番号、希望の公演時間を記入し
〒213-8570高津区役所地域振興課

「泣 い た 赤 鬼」係 ☎861-3134、
861-3103。［先着順］。※申し込みが
500人に達した日の17時までに到着
したハガキとメールをもって受け付け
を終了します

　区内３つの会場で子ども映画会を
開催します。「はらぺこあおむし」「ミッ
キーマウス」「ちびまる子ちゃん地震を
考える」など7本の作品の中から３本
程度を上映します。7月22日㈮❶10
時～、橘出張所で、100人❷13時～、
悠友館（新作1-17-3・養福寺バス停徒
歩3分）で、30人❸16時～、プラザ橘 
で、120人。いずれも開場は開演30
分前。各回1時間半程度。３歳～小
学生と保護者。当日先着。 橘出張
所☎777-2355、 777-4299。

たかつエコシティツアー
　集中豪雨や土砂災害などの影響に

「適応」するために行われている区内
の取り組みをバスで巡るエコシティツ
アー。身近な取り組みを学んでみませ
んか。7月26日㈫12時半～17時（予
定）。 雨天時は8月2日㈫。 集合・解
散：区役所。コース：矢上川地下調節池

（写真）、久末の農地、久本小学校。
小学生以上20人（小学生は保護者同
伴）。 7月15日から直接か電話で
区役所企画課☎861-3131、 861-
3103。［先着順］

なぞ解きブラ・タカツPARTⅡ
　溝の口駅周辺でまち歩きをしなが
ら地図の見方や防災に関する古い地
名・地形などを学びます。夏休みの自
由研究にもおすすめ。8月3日㈬9時
半～12時。 区役所5階会議室に集
合。小学1～中学3年生30人（小学４
年生以下は保護者同伴）。 7月
25日17時までに学年も記入しFAX
かメールで区役所地域振興課☎861-
3144、 861-3103、 67tisin@
city.kawasaki.jp [抽選]
たかつde雪遊び！親子そり体験

　8月6日㈯❶8時半～9時55分❷10
時～11時25分。スノーヴァ溝の口
-R246（下作延5-28-1）で。幼児・小学
生と保護者各回30組。1組2人1,000
円（追加1人500円）。 ※ウエア、手
袋などのレンタルはありません。暖
かい服装、スノーブーツ、着替えを
必ずお持ちください。 駐車場あり。

7月25日17時までに電話かFAX
で高津総合型スポーツクラブSELF☎
833-2555、 833-3006。［抽選］。

区役所地域振興課☎861-3145、
861-3103。
たちばなファミリーコンサート
～聴いて吹いて楽しもう～

　洗足学園音楽大学の学生によるミニ
コンサート。実際に楽器に触れて音を
出す、子ども向けの体験コーナーも。
8月７日㈰❶11時～12時❷13時半～

　夏祭りの季節がやってきました。夏祭りは地域のつながりをつくる大
切な行事です。
　地域のつながりといえば、高齢化が進むと、地域の助け合いがとて
も必要になるといわれています。年齢を重ねるにつれて、ゴミを出す
こと、高いところの電球を交換すること、重いものを動かすことなどが
難しくなります。そんな時、地域の人にできる範囲でお手伝いをしても
らえると、安心して生活することができます。しかし、話をしたことも
ない人の手伝いをしようとはなかなか思えないので、やはり日頃のお
付き合いが大切となります。夏祭りは普段言葉を交わす機会の少ない
人と接する、貴重な機会になると思います。
　高津区でも地域のお祭りの他、健康福祉まつり、区
民祭、橘ふるさと祭りなどが開催されます。
　夏祭りに出掛けてみませんか。

区役所地域ケア推進担当☎861-3313、 861-3307

夏祭りで築く地域の支え合い

第3号地域みまもり支援センターだより

認知症キッズサポーター養成講座
　高齢者や認知症について正しく理解
し、認知症の人や家族を温かく見守
る認知症キッズサポーターになりませ
んか。❶７月26日㈫13時～14時半。
特別養護老人ホームわらく桃の丘（宮
前区野川515）で。 ❷7月27日㈬14
時～15時半。特別養護老人ホームす
えなが（末長１-３-13）で。区内在住・
在学の小学３～４年生と保護者各日15
組。 ７月15日から電話かFAX（希
望日も記入）で区役所地域支援担当☎
861-3259、 861-3307。［先着順］
普通救命講習会

　心肺蘇生法や自動体外式除細動器
（AED）の取り扱い方法などの講義
と実技を行います。８月21日㈰9時
～12時。高津消防署で。30人。終
了後に修了証が交付されます。

8月9日から直接か電話（受け付け時
間：9時～16時半）で市消防防災指導
公 社 ☎366-2475、 272-6699。

［先着順］
離乳食教室

　生後４～6カ月ごろの子どもがいる
家族を対象とした、離乳食の始め方や
進め方の講話と個別相談。8月4日㈭、
5日㈮、13時半～14時半（受付13時
～）。区役所保健ホールで。区内在住
の人。乳児同伴可。※事前予約制。

直接か電話で区役所地域支援担
当☎861-3259、 861-3307。
市民プラザ短期講座　

　❶「着物モダンリメイク」❷「はじめて
のフラダンス教室」❸「フラダンス教室
(初級)」❹「I・B・A  BIG BAND道場」。
市民プラザで。※各講座の日時・対
象・定員・料金など詳細はお問合せく
ださい。 ❶❷❸は7月15日から
直接か電話で、❹は7月15日～7月
22日に電話で川崎市民プラザ☎888-
3131、 888-3138。［❶❷❸は先着
順、❹は選考］

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

　赤坂御門から大山山頂までの大山街道を巡るウオークイベントを全８回の行
程で開催します。参加者には事前説明会（参加必須）があります。

参 加 者 募 集

日時・コース　下表参照。１日10～15kmを４～５時間で歩きます
対象　全行程参加できる15人
費用　一般：12,000円、会員：8,000円(保険料含む。資料代1,000円は別途)
持ち物　弁当、飲み物、雨具、
　　　　タオルなど
主催　宮前区観光協会
協賛　高津観光協会、
　　　大山街道ふるさと館

8月1日～14日（消印有効）に往復
ハガキに「大山街道を歩く」、郵便番
号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話・FAX番号、返信面に宛名を記入し
〒216-8570宮前区役所地域振興課☎
856-3135、 856-3280。［抽選］

回数 日時 コース案
１  9月28日㈬ 赤坂御門～用賀
２ 10月26日㈬ 用賀～鷺沼
３ 11月30日㈬ 鷺沼～青葉台
４ 12月 7日㈬ 青葉台～鶴間
5 29年1月18日㈬ 鶴間～海老名
6 2月22日㈬ 海老名～愛甲石田
7 3月29日㈬ 愛甲石田～追分
8 5月10日㈬ 追分～大山山頂

※いずれも9時半～16時、現地集合、
現地解散、雨天決行、荒天の場合1週
間後に延期（3回目は12月3日㈯に延期）

「大山街道を歩く」
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夏のイベント特集
夏休み子ども映画会
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