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日水綾香

花祭りの稚児行列
野川にて。（撮影時期不明）

ふるさとアーカイブ

担当お気に
入りの１枚

岡田会長

花と緑と私

第205回

　花コンサートは、音楽を気軽に楽しんでもらえるよう、区
役所などで開催するロビーコンサートです。ぜひご応募くだ
さい。 １月31日（必着）までに応募用紙に必要事項を記
入し、音源を添えて直接か郵送で〒213-8570高津区役所地
域振興課「花コンサート出演者募集」係☎︎861-3134 861-
3103 ［選考］
※応募用紙は区役所、市民館などで配布している他、区HP
からもダウンロードできます

花コンサート出演者募集

区の木、区の花
　平成14年に区制30周年を記念し
て「区の木と花」を制定。区の木には
久地梅林をはじめ昔から親しまれて
いる「梅」、区の花には寒い冬でも気
品あふれる美しさが区のイメージと
重なる「水仙」が選ばれました。これ
からの季節、開花が楽しみですね。

吉田代表

　市内初の国登録有形文化財である久地円筒分水の広場を地域コ
ミュニティーの場として活用、魅力発信をしています。毎月１～２
回の美化活動、ボランティアガイドや花植えなど「区民に愛される
憩いの場」を目指して活動しています。

区役所地域振興課☎︎861-3144 861-3103

　区の地域課題対応事業「花と緑のたかつ推進事業」の一環として
活動中。花苗の選択から花壇のデザインまで、区民主体で季節に
応じた植栽、維持管理を行っています。

区役所道路公園センター整備課☎︎833-1221 833-2498

〜花でまちに潤いを！〜

区民ミニ・ガーデン
　歴史深く見応えある円筒分水を憩いの場

として提供したいと、クラブを立ち上げま

した。百聞は一見にしかず、四季折々の

草花で彩られた円筒分水をぜひ見に来て

知ってもらいたいですね。元気な方、草花

が好きな方は一緒に活動してみませんか。

　ご近所さんに誘われて活動に参加しました。今では活動が生きがいです。花は心のエッセンス、一人でも多くの方に楽しんでいただきたいです。

戸枝代表

〜高津の竹林を満喫〜

神庭・里山を楽しむ会

日時　１月22日㈫12時～12時40分
場所　区役所１階ロビー　出演　日水綾香
曲目　≪おぼろ月夜≫の主題による幻想曲/轟千尋
愛の悲しみ/クライスラー＝ラフマニノフ

区役所地域振興課☎︎861-3134 861-3103
　自分の経験を里山の保全に生かせればと

思っています。ここに来るとほっとするよう

な、地域の癒やしの空間を担えるとうれし

いですね。なつかしい里山の雰囲気を思い

切り楽しんでいただきたいです。

知っていま
すか？

　孟
もうそうちく

宗竹の林が広がる神庭緑地。人が手を加えてこそ生きてくる
この里山の保全と維持管理を平成18年から続けています。年間
計画を立てて作業を行い、間伐材を使った竹細工作りやたけのこ
掘りなどを楽しんでいます。

区役所道路公園センター整備課☎︎833-1221 833-2498
建設緑政局みどりの協働推進課☎︎200-2365 200-7703
市公園緑地協会☎︎711-6631 722-8410

　新年あけましておめでとうございます。寒いこの季節は、か
わいい草花を見ると心が温まりますね。今月号では区内で花や
緑の手入れを続けている市民グループを取材しました。
区役所企画課☎︎861-3131 861-3103

〜草花が香る憩いの場に〜

久地円筒分水サポートクラブ



高津区市民提案型協働事業公開プレゼンテーション傍聴者募集。２月４日㈪14時半～15時40分。区役所第１会議室で。 区役所企画課☎861-3132 861-3103
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大山街道フェスタ
フリーマーケット参加者

　区民によるリサイクル品の販売限
定。高校生以下は保護者同伴。車に
よる搬出入や開催中の駐車・駐輪不
可。 ２月24日㈰10時半～14時半
❶高津図書館前溝口緑地❷溝口神

社（溝口2－25－1） ❶45区画❷10区
画、いずれも１区画3.75平方メートル、
１グループ１区画のみ ❶500円❷
300円 ２月１日（必着）までに往復ハ
ガキに販売品目、出展希望場所も記
入し〒213-8570高津区役所地域振興
課☎861-3133 861-3103 ［抽選］

１歳児歯科健診
　 ２月４日㈪９時～10時半 区役所
歯科室 １歳３カ月未満の幼児30人

１月15日から直接か電話で区役
所地域支援担当☎861-3259 861-
3307 ［先着順］

親子で楽しく体操しよう！
　ボールを使った体操やリズムダンス
など。 ２月17日㈰10時半～12時
区役所会議室 ２歳～就学前の子ども
と保護者18組 １月15日９時から直
接、電話、FAXで区役所地域ケア推
進担当☎861-3313 861-3307 ［先
着順］
高津区地域包括ケアシステム交流会
「つながり　ひろがれ　高津」
　地域活動について聞き、参加のきっ
かけや自らの活動の参考にしません
か。参加者の交流も。 ２月４日㈪14

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

時～16時 区役所保健ホール 50
人 １月15日9時から直接、電話、
FAXで区役所地域ケア推進担当☎
861-3313 861-3307 ［先着順］
市民自主企画事業「ゆずりっこデー」

　使わなくなった物などを持ち寄り、
必要な人に使ってもらいましょう。
２月28日㈭10時～12時 プラザ橘
第３・４学習室 出品希望者は要申し
込み。20組 １月22日までにプラ
ザ橘、高津市民館などで配布中の申
込用紙を直接、電話、FAXでプラザ
橘☎788-1531 788-5263 ［抽選］
にこにこあおむし人形劇団による
多世代交流人形劇

　子どもから年配の人まで一緒に見
られる人形劇。参加者同士交流しな
がら楽しめます。 １月31日㈭10時
～10時45分 くじいこいの家 70
人 １月23日までに電話、FAX、
区HPで区役所保育所等・地域連携☎
861-3372 861-3307 ［抽選］
大山街道をもっと知ろう

　 ３月３日、10日、17日の日曜、
10時～11時半、全３回 大山街道ふ
るさと館 30人 1,500円 ２月３
日９時半から直接、電話、FAXで大山
街道ふるさと館☎813-4705 712-
0034  ［先着順］
ZUMBA

　ラテンを中心とした音楽に合わせて
ダンスします。 毎週水曜（祝日を除
く）、10時50分～11時50分 高津ス
ポーツセンター 15歳以上の当日先
着30人 500円 同センター☎813-
6531 813-6532

大人の竹炭焼き教室
　森で育った竹を切り、炭を作ります。
昼食、飲み物、軍手、タオル持参。
２月16日㈯９時～15時（雨天の場合は翌
日に延期） 市民健康の森(春日台公
園) 18歳以上15人 300円 １月
15日から電話かFAXで区役所地域振興
課☎861-3133 861-3103 ［先着順］
妊活の事、学びませんか

　ドラマで医療監修した産
婦人科医師の講話。 ２月
３日㈰14時～15時半 高
津市民館第４会議室 30人

（夫婦での参加可。子ども
不可） １月15日10時から直接、電
話、FAXで同館☎814-7603 833-
8175 ［先着順］
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順］
はじめての歯みがき教室

　むし歯予防と歯みがきの進め方の
講話と個別実習。 ２月８日㈮９時半
～11時半 区役所歯科室 ４カ月～
１歳未満の幼児と保護者30組 １
月16日から直接か電話で区役所地域
支援担当☎861-3259 861-3307 

［先着順］
離乳食教室

　 ２月７日㈭、19日㈫、13時45分～
15時（両日同内容） 区役所保健ホー
ル ４～６カ月頃の乳児と保護者（大人
のみの参加可） 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 ［事前申込制］
ぐっすり眠れていますか？高齢者
の睡眠の特徴と対策

　 ２月28日㈭10
時～11時半 区役
所第１会議室 65
歳以上50人 １
月15日から直接か
電話で区役所地域支援担当☎861-
3315 861-3307 ［先着順］
身近な人に認知症がはじまったら
～認知症の理解とケア～

　認知症の人への接し方や介護のポ
イントの講話。 ２月22日㈮13時半～
15時半 区役所保健ホール 認知症
に関心がある人、介護中の人、30人

１月15日から直接か電話で区役
所地域支援担当☎861-3315 861-
3307 ［先着順］
親子の絆づくりプログラム
“赤ちゃんがきた！”
　初めて赤ちゃんを出
産し、育児をする母親
が対象。 ２月20日～３月13日の水
曜、13時半～15時半、全４回 高
津市民館和室 受講時におおむね２～
４カ月の乳児（第１子限定）と母親20組

864円 １月15日から直接、電
話、FAXで区役所地域ケア推進担当
☎861-3313 861-3307 ［先着順］
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。受講者に修了証を交付。 ❶
１月28日㈪13時半～16時半❷２月10
日㈰９時～12時 高津消防署 各日
30人 800円 ❶１月15日❷１月
28日、各日９時から
直接か電話で市消
防防災指導公社☎
366-2475 272-
6699［先着順］

　未就学児とその保護者を対象としたコンサート。
時間　10時半～11時半（開場10時）

場所　高津市民館大会議室　定員　未就学児と保護者200人
出演　音楽団体NPO法人さえの会（混声合唱）

１月16日10時から高津市民館で整理券配布（１人４枚まで）☎814-
7603 833-8175 ［先着順］

　心地よいクラシックをプロとアマの音楽家でコラボレーション。世
界的ユーフォニアム奏者スティーヴン・ミード氏がゲスト出演します。

時間　14時～16時（開場13時半）　場所　高津市民館大ホール
定員　小学生以上550人
費用　1,000円

１月22日10時から高津市民館でチケット
を発売☎814-7603 833-8175 ［先着順］

　音楽を通じて情操の発達を促す「リトミック」をプロの指導で
体験します。

場所　区役所市民ホール
定員　各回25組

１月15日から直接か電話で区
役所地域振興課☎861-3134

861-3103 ［先着順］

　梶が谷周辺地域で活動している音楽
家や合唱団による手づくりコンサート。

時間　14時開演（13時半開場）
場所　市民プラザふるさと劇場
定員　489人　費用　1,000円

１月15日から直接か電話で市民プラザ☎888-3131 888-3138 
［先着順］

おやこDEコンサート

高津クラシックコンサート

「はじめての親子リトミック体験」参加者募集

わがまちふれあいコンサートin梶が谷
3/10㈰

2/3㈰

3/24㈰

3/17㈰

対象 時間
1歳児❶ 10時～10時50分
1歳児❷ 11時～11時50分
2歳児 13時～13時50分
3歳児 14時～15時

※１歳児❶、❷は同じ内容
※対象年齢は学年単位となります

春爛
ら ん ま ん

漫！音楽イベント
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