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今の二子新地周辺に
あった料亭おしず。昭
和10年代に撮影された
ものです。

　区民ボランティアと一緒に植栽体
験を行う参加者を募集します。
日時　11月11日㈯10時～12時（荒天
中止）
場所　溝口駅前キラリデッキ
対象　高津区在住の小学生と保護
者10組程度

10月26日必着で往復ハガキ、
FAX、メールで参加者・保護者氏名、

学校名、学年、電話番号を記入し
〒213-0001 高津区溝口5-15-7道
路公園センター☎833-1221 833-
2498 67dousei@city.kawasaki.
jp［抽選］

いろどり花壇の植栽仕立て～さわやかな香りを添えて～

親子でキラリデッキ花壇植栽体験

料亭おしず
（料亭やよい）

ふるさとアーカイブ

こだわりのイベントをそろえました。季節の香りをお楽し

みください。アウトドアコースとインドアコース（裏面）の

2つをご用意しております。

　江戸時代から大正時代にかけて
大山街道の一部として利用されてい
た二子の渡し。二子神社では、二
子の渡しの起源が分かる紙芝居、「あ
ゆのぬいぐるみ」の色付け体験、竹
細工遊びなどのイベントを実施（乗船
しなくても参加可）
日時　11月３日㈷12時～15時半
受付場所　二子神社境内、多摩川
河川敷（世田谷側兵庫島近辺）
コース　二子橋付近から乗船し対
岸の世田谷側で下船（世田谷側から
の乗船も可能）

対象　小学生以上（３年生以下は保
護者同伴）当日先着300人
注意事項　当日の天候や川の状況
により、中止や内容変更の場合あ
り。詳しくは当日音声案内（☎0180-
991-213）で確認してください 区
役 所 地 域 振 興 課 ☎861-3133
861-3103

　当日自由参加の競技も多数あり。
毎年、子どもから大人まで大勢参
加しています。
日時　10月15日㈰（荒天中止）
※開催の可否は当日７時からの自動

音声案内（☎0180-991-213）で
確認してください

高津地区　９時半～16時。 高津中

学校で。 区役所地域振興課☎
861-3144 861-3103
橘地区　９時～15
時半。橘中学校で。

区役所橘出張
所 ☎777-2355
777-4299

アウトドアコース
船頭のこだわり二子の渡し～渡し舟と多摩川のマリアージュ～ さわやか秋味 胸躍る運動会

高津 秋のオススメメニュー

二子の渡し体験
～季節の渡し舟に乗って多摩川を往来してみよう！～

高津地区・橘地区親子運動会

高津のきまぐれさんぽみち
～歴史と風景の味わいとともに～

「高津のさんぽみち」ウオーキング
　高津のさんぽみ
ちを自分のペース
で歩きます。
〈円筒分水と久地
不動尊コース〉
武蔵溝ノ口駅～二子新地駅
日時　11月12日㈰10時～12時受付
受付場所　武蔵溝ノ口駅南北自由
通路
　円筒分水や多摩川などを歩く
4.5kmのコースです。

区役所企画課☎861-3135
861-3103。
「高津のさんぽみち」ガイドツアー
　高津のさんぽみちを区民ガイドボ
ランティアの案内で巡ります。
〈久本山コース〉
武蔵溝ノ口駅～川崎市民プラザ
日時　11月18日㈯９時半～12時
集合　武蔵溝ノ口駅
　風景を楽しみながら寺社を巡る、
３．９kmのコースです。
〈子母口・千年コース〉
子母口旭田公園～橘出張所

日時　12月12日㈫９時～12時
集合　武蔵溝ノ口駅（現地集合可）
子母口貝塚や橘樹郡衙跡、影向寺
などを巡る、３．４kmのコースです。
対象　小学生以上、各回30人
費用　100円（交通費は自己負担）

10月28日10時から直接、電話、
FAXで高津市民館☎814-7603
833-8175。［先着順］
橘の散歩道ウオークラリー
　約３kmのコースをクイズやゲー
ムをしながらグループで歩きます。
日時　11月３日㈷８時半～12時半

（荒天中止）
集合・解散場所　橘小学校
対象　区内在住の小学３～６年生（３
年生は保護者同伴）
定員　１組２～３人で210人（70組）
持ち物　申込書の控え、飲み物、
筆記用具、タオル、雨具など（小雨時）

橘出張所などで配布中の申込
書に記入し10月16日～27日に直
接、FAXで区役所橘出張所☎777-
2355 777-4299。［先着順］

「高津のさんぽみち」ガイド
マップもリニューアル！区役
所企画課などで絶賛配布中
※区HPからもダウンロード
できます

　下野毛地区の町工場８社がもの
づくりの現場を開放します。
日時　10月29日㈰13時～16時
場所　下野毛地区

下野毛工業協同組合☎833-8100 
833-1605経済労働局工業振興課

☎200-2333 200-3920。
※詳細はお問い合わせください

「住」と「工」のハーモニー

第４回 下野毛工業協同組合オープンファクトリー

　園庭や室内でお子さんと楽しい
ひとときを過ごしましょう。
津田山保育園　☎888-5291
10月28日㈯9時半～12時
梶ケ谷保育園　☎865-0355
11月11日㈯9時～16時

（開催場所は地域子育て支援セン
ターかじがやです）

蟹ケ谷保育園　☎751-9040
11月25日㈯※時間詳細はお問い
合わせください
対象　0歳児から
未就学児の親子

区役所保育所
等・地 域 連 携 ☎
861-3372

861-3307

きらめくお父さんと親子の絆
～色とりどりの笑顔のソース～

「お父さんと遊ぼう」

全7品

平成28年ホームページ閲覧回数第4位

　日頃から防災訓練に参加してイメージするととも

に、ご近所さんと顔見知りになりましょう。
区役所危機管理担当☎861-3146 361-3103

日程 時間 自主防災組織名 場所

10/22㈰ 9時～12時
溝の口ガーデンアクアス
自主防災組織

久地の里公園、
溝の口ガーデン
アクアス中庭

10/29㈰
10時40分～12時 下作延中央町内会 下作延第2公園

10時～12時 子母口プラザハイム自治会 第2集会所

11/5㈰ 9時40分～12時 子母口北町会 橘樹神社

11/11㈯ 8時50分～10時半
高津地区自主防災組織連絡協議会
（高津地区防災訓練）

久本小学校

11/12㈰ 10時半～12時 津田山町内会 津田山第一公園

特別メニュー

地域の防災
訓練情報

お気軽にご参加ください



今月は「健康強調月間」です。高津のさんぽみちでウオーキングなどはいかがですか。編集：高津区役所企画課（☎861-3131 861-3103）
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全6品

　グループ、サークルによる作品
展示や実技発表。体験コーナー
やリユース本の配布、カフェなど
も予定しています。 11月４日㈯、
５日㈰10時～16時 プラザ橘
☎788-1531 788-5263

「溝口駅」と「新百合ケ丘駅」を結ぶ
市バス路線新設

　市バスでは、10月１日㈰から「溝口
駅」と「新百合ケ丘駅」を結ぶバス路線
を新設します。また、「溝17系統・溝口
駅南口～柿生駅前」の系統番号を溝
10へ変更してダイヤ改正を行い、溝
18系統では、土曜日にも深夜バスを
運行開始します。詳細は、市バスHP
などをご覧ください。 交通局運輸
課☎200-3232 200-3946。
特設人権相談所

　いじめや体罰、子どもや高齢者への
虐待、セクハラなどの相談に人権擁護
委員が応じます。 11月７日㈫13時～
16時 区役所会議室 区役所地域振
興課☎861-3141 861-3103。
年末たすけあい見舞金

　区内在住の対象者（要介護４･５、障
害１･２級など）の人は詳細についてお
問い合わせください。 10月31日

（消印有効）までに所定様式にて直接
か郵送で〒213-0001溝口1-6-10区社
会福祉協議会地域課☎812-5500
812-3549。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照 普通救命講習Ⅰ

　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
と実習を行います。 11月10日㈮
13時半～16時半 高津消防署 30
人 教材費800円。受講者に修了証
が交付されます 10月27日９時か
ら電話かFAXで市消防防災指導公社
☎366-2475 272-6699。［先着順］
離乳食教室

　離乳食の始め方や進め方について
の講話と個別相談。 11月２日㈭、
11月21日 ㈫、13時45分 ～15時（両
日同内容） 区役所保健ホール 生後
４～６カ月頃の乳児と保護者（大人の
みの参加可）。母子手帳、筆記用具
持参 開催日までに直接か電話で
区役所地域支援担当☎861-3259
861-3307。
松竹梅の盆栽作り

　お正月用の松竹梅の盆栽を作りま
す。 12月２日㈯❶10時～12時❷14
時～16時 ❶区役所保健ホール❷橘
出張所 各回25人 3,500円
10月23日～11月10日に直接、参加
費持参で❶区役所地域振興課☎861-
3145 861-3103❷区役所橘出張所
☎777-2355 777-4299。［先着順］

精神保健福祉講座　統合失調症ラ
イフ～私らしい暮らしのために～

　統合失調症の本人や家族が安心し
て地域で暮らす方法を専門医から学
びます。 11月17日㈮14時～17
時 区役所会議室 90人 10月
16日８時半～11月10日12時に電話
かFAXで区役所高齢・障害課☎861-
3309 861-3249。［先着順］
I・B・A  BIG BAND道場

　伊波秀進氏を講師に迎えBIG BAND
を編成し、ステージ演奏を行います。

11月15日㈬、29日㈬、12月６日㈬、
20日㈬、１月17日㈬、31日㈬、２月
14日㈬、28日㈬、３月７日㈬、10日㈯、

19時～21時、全10回 18歳以上で
ギターなどの対象楽器を持つ30人
市民プラザ練習室他 25,000円

10月15日までに電話で川崎市民プ
ラザ ☎888-3131 888-3138。［選
考］
認知症高齢者介護教室講演会
～通い介護で自滅しないためには？～

　離れて暮らす人の介護を、通い
ながら続けていくための実用的な講
演。 11月10日㈮14時～16時
区役所会議室 50人 10月16
日８時半から直接か電話で区役所
地域支援担当☎861-3315 861-
3307。［先着順］

　キャラバン・メイトは認知症への正しい理解の啓発のため地
域で活動するボランティアです。認知症の人を地域で見守る認知症サ
ポーター養成講座の講師をしています。区ではキャラバン・メイト連絡
会を作り、より多くの養成講座を開
催しています。みなさんも講座に参
加してキャラバン・メイトの話を聞いて
みませんか。興味のある人はお気軽
にお問い合わせください。

区役所地域支援担当
☎861-3259 861-3307 

　プロの指導で打楽器を練習し、
区民音楽祭に出演してみませんか。
日時　11月１日㈬、15日㈬、
　　　29日㈬、15時半～
場所　高津市民館、区役所
対象　区内在住・在学の小学生20人
本番　12月２日㈯午後（時間未定）高津市民館大ホール

10月16日（必着）までに直接、郵送、FAX、メール（保護者氏名・住所・
電話番号・子どもの氏名と生年月日・学校名も記入）で〒213-8570区役所
地域振興課☎861-3134 861-3103 67tisin@city.kawasaki.jp［抽選］

高津区認知症キャラバン・メイト連絡会
第5号

KID'Sバスケットボール

パイプオルガンコンサート
～聖なる季に集うミューズたちの饗宴～

健康フェア～歌って元気になりましょう～

着ぐるみ人形劇「ぐりとぐら」

第19回プラザ橘まつり
　ドリブル、パス、シュートなど、
基本を中心にバスケットを楽しめ
ます。初心者向き。 毎週火
曜日16時半～17時20分（祝日・
休館日を除く） 高津スポーツセンター 当日先着
小学生30人 500円 高津スポーツセンター☎
813-6531 813-6532

❶・❷とも詳しくは選挙時に送付する投票所案内
をご覧ください。 区選挙管理委員会☎861-
3124 861-3103

❶期日前投票所の場所と投票時間は次のとおりです。　　
10/9㈷～
10/15㈰

10/16㈪～
10/20㈮ 10/21㈯

高津区役所（5階会議室） 午前8時半
～午後8時

午前8時半～午後9時 午前8時半
～午後8時橘出張所（2階会議室） 午前8時半～午後8時

❷次の投票所は、改修工事などにより投票場所が変更になりました。
投票所 投票場所 対象

坂戸小学校 家庭科室→体育館 坂戸1～3丁目
梶ケ谷小学校 体育館→理科室 梶ケ谷3～6丁目
新作小学校 体育館→図書室 末長1、2丁目の一部　新作1～3丁目
久末小学校 体育館→体育館（新築） 久末の一部

　洗足学園音楽大学で開催されるコンサートに特別招
待。 12月６日㈬19時開演 洗足学園前田ホール
区内在住・在学の小学生と保護者500人※託児サー

ビス有り（事前申込制） 10月
16日から区役所HP専用ペー
ジから応募 区役所地域振興
課☎861-3134 861-3103。
［先着順］

　童謡、懐メロなどをピアノの伴奏で歌います。血圧測定、
健康相談もできます。 11月16日㈭10時～11時半（開場
９時半） 高津老人福祉・地域交流センター 市内在住の60
歳以上、60人。持ち物…スリッパ、筆記用具 11月２
日９時から本人が直接か電話で高津老人福祉・地域交流セン
ター☎853-1722 853-1729。［先着順］

　洗足こども短期大学生による人形劇「ぐりとぐら」
の高津区民特別公演です。 11月10日㈮15時～
15時50分 洗足学園前田ホール 区内在住・在学
の子どもと保護者300人 10月27日（必着）まで
に往復ハガキで往信面に代表者の氏名・住所・電話番
号・同行者（３人まで）の氏名・年齢、返信面に代表者
の氏名・住所を記入し〒213-8570区役所地域振興
課☎861-3134 861-3103。［抽選］

プレミアムフライデー 
第３回ブックトーク　本に囲まれた空間で、職員による本の紹介やトークなどを行います。第３回目は、「ハリーポッター」をテーマにファンタジーの世界へご案内します。11月24日㈮19時～20時 プラザ橘図書館 15歳以上、20人 10月20日10時から電話でプラザ橘☎788-1531 788-5263。［先着順］

インドアコース

10月22日㈰
川崎市長選挙に
関するお知らせ

高津 秋のオススメメニュー


