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年末の交通安全キャンペーン　12月11日㈪15時～16時。武蔵溝ノ口駅キラリデッキ円筒広場で。 区役所危機管理担当　☎861-3146 861-3103

背景は武蔵溝ノ
口駅です。

晴れ着の子ども
（昭和28年）

ふるさとアーカイブ

出掛けよう、仲間をつくろう！
たかつで子育て！あなたの子育てを応援したい。今月の区版では、区役所の子育

てを応援する取り組みや家族で楽しめるイベントを紹介します。

　津田山保育園では、親子の仲間づ
くりを支援するため、０・１歳の子ども
と保護者を対象とした３回連続講座を
開催しています。
　講座では、毎回、「親子で楽しむリ
ズム遊び」や「牛乳パックの手作り遊
具」などのテーマを設け、参加者同
士で一緒に遊んだり、おしゃべりを
したりして楽しんでいます。
区役所保育所等・地域連携☎861-3372 861-3307

津田山保育園
「０・１歳の会」

　赤ちゃんから小・中学生まで楽しめるイベ
ントが盛りだくさんです。
日時　11月18日㈯10時半～15時半
場所　高津市民館
内容　・0歳から楽しめるコンサート
	 時間　10時45分～11時15分
	 うた　桜井純恵　
　　　・見たり作ったり体験するイベント
	 子どもと一緒に防災体験、ママストレッチ、似顔絵缶バッジ、
	 アートバルーン、エコグッズ作り、絵本の読み聞かせ　など
　　　	※イベントの時間など詳細はお問い合わせください
区役所地域ケア推進担当☎861-3313 861-3307

※同時開催　高津区認可保育園作品展

転入者子育て交流会
「ホッとこそだてinたかつ」

　ストラックアウト、ボッチャなどのスポーツを
気軽に体験できるイベントです。地域スポーツ
団体の発表ステージ、模擬店などもあります。
日時　12月2日㈯10時～15時
　　　※雨天時縮小開催
場所　久本小学校校庭・体育館
高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ☎833-2555 833-3006

区役所地域振興課☎861-3145 861-3103

たかつde笑顔！ファミリースポーツ縁日

　そり体験を通じた親子の交流や参加者の交流を目的としたイベントです。当
日はゲレンデ全体がそり専用の特別日として開放されます。
日時　1月4日㈭、1月5日㈮❶9時～、❷10時半～
　　　※1日2回入れ替え制で開催
場所　スノーヴァ溝の口-Ｒ246(下作延5-28-1）
対象・定員　幼児・小学生とその保護者
　　　　　	各回30組
費用　1組1,000円（追加1人につき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、手袋を必ず持参してく
ださい
12月14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 区役所地域振興課☎861-3145 861-3103。［抽選］

たかつde雪遊び！親子そり体験

　小さな子どもから大人まで楽しめま
す。ぜひ家族そろってお越しください。
日時　12月10日㈰13時半～14時半
会場　プラザ橘
出演　サークルねぎぼうず
定員　120人　

11月25日10時からプラザ橘窓口で整理券を配布。一人４枚まで。
プラザ橘☎788-1531 788-5263。［先着順］

　子育ては涙あり、笑いあり。そん
な子育てについて励まし合ったり、

情

報交換したり、おしゃべりできる仲間
や友達がいるといいですよね。

　区役所や区内保育園などで開催し
ているイベントや、子育てに関するさ

まざまな情報は区HPから確認するこ
とができますので、ぜひご覧ください

。

ホッとこそだて・たかつ 検索

Ｑ 参加したきっかけは？●子育てしているお母さんと交流がしたかった●講座のテーマに興味があった　など
Ｑ 参加してみてどうでしたか？●先輩ママなどいろいろな人と話せた●将来的に子どもをこの保育園に入れたいと思っているので、保育園の様子を見ることもできて良かった
●手作りのおもちゃを作れて良かった●他のイベントで見掛けたことがある人と話すきっかけになった　など

　高津区に転入してきた人に、区のことを知り子育て仲間をつくっ
てもらいたいという思いで開催しています。交流会では保育士と
一緒に親子遊びなどをしたり、子どもの遊び場や子育て支援施設
の情報を得ることもできます。
　また、お住まいの地域ごとに分かれての交流タイムでは、地域
の主任児童委員や子育て施設の職員、子育てボランティアの人た
ちが協力し、身近な情報の提供や参加者同士の交流を支援してい
ます。春と秋に各3回開催していますので、ぜひご参加ください。
区役所保育所等・地域連携☎861-3340 861-3307

たちばなファミリーコンサート
イングリッシュハンドベルによる♪
天使のハーモニー♪

お住まいの近くには
こども文化センターが

ありますよ

0〜2歳児親子
対象

いつ転入
してきたん
ですか？

どちらに
お住まい
ですか？

子ども・子育てフェスタ～きてみて・つながる・たかつっ子～
イベントや子育て情報は…



今月のふくシティたかつは24日㈮に区役所ロビーで開催。出展団体は区HPでご確認ください。区役所高齢・障害課☎861-3252 861-3249
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第193回
区役所地域振興課☎861-3134 861-3103

日時　11月28日㈫12時～12時40分
場所　区役所１階ロビー
出演　片岡　奈美絵／声楽（ソプラノ）
	 早坂　忠明／ピアノ
曲目　アヴェ・マリア／F.シューベルト、
	 ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より“踊り明かそう”／ F.ロウ

片岡奈美絵 早坂忠明

第5期地域福祉計画推進会議 市民委員
　高津区地域福祉計画の推進につ
いて審議する市民委員を募集します。
20歳以上で区内に１年以上在住の

2人（市職員と市の付属機関などの委
員を除く）。任期：30年4月1日から3年
間 12月15日（消印有効）までに性
別、生年月日、区民になった日、職歴、
地域での活動経験も記載し、小論文
（テーマ:「福祉のまちづくりを推進して
いくために必要なこと」または「地域福
祉について、地域での活動の中で感
じたこと」、いずれも800字程度）を添
えて、直接か郵送で〒213-8570区役
所地域ケア推進担当☎861-3313
861-3307。［選考］

高津老人福祉・地域交流センター終活講座
　相続が「争続」にならないために、財
産の整理の仕方や遺言書の書き方を
学びます。 12月13日㈬13時半～
15時半 高津老人福祉・地域交流セン
ター 市内在住で60歳以上の30人。
筆記用具、スリッパ、飲み物持参
11月29日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］
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。 12月1日㈮、
12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（保護者のみの
参加可）。母子健康手帳、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。［事前申込制］
幼児食教室
　幼児期の食生活についての講話、

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

おやつの試食、個別相談。 12月
7日㈭10時15分～11時15分 区役
所保健ホール １歳半～２歳ごろの子
どもと保護者。母子健康手帳、筆記
用具、飲み物、お手ふき持参 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。
［事前申込制］

在宅医療シンポジウム～住み慣れ
た家で最期まで暮らすために～
　在宅医療に取り組む医師などの話
を聞き、家で医療や介護を受けなが
ら生活することについて実例を通して
理解を深めます。 12月2日㈯14時
～16時 区役所会議室 100人
11月15日9時から直接、電話、ＦＡ

Ｘ、区HPで区役所地域ケア推進担当
☎861-3313 861-3307。［先着順］
高津区高齢者見守りネットワーク
事業講演会・交流会～命を守る見
守り活動　孤独死ゼロの舞台裏～

　立川市の大山団地で自治会長とし
て15年間孤独死ゼロを実現してきた
講師の話を聞いて、高齢者が地域で
安心して生活するための見守りや支
え合いについて考えます。 12月11
日㈪13時半～16時 区役所会議室
100人。講師：佐藤良子氏 11

月15日から電話かFAXで区役所地域
支援担当☎861-3315 861-3307。
［先着順］　

高津市民館改築移転20周年記念
「ふらっと縁日」
　手形スタンプやバルーンアート体
験、昔遊びなどが楽しめます。ふらっ
と気軽にお立寄りください。 12月
2日㈯11時半～13時半 高津市民
館11階談話コーナー 体験コーナー
は材料費あり 高津市民館☎814-
7603 833-8175。
アートごころ、すくすく。ワークショップ
クリスマスリースをつくろう！
　布に綿を詰め、デコレーション材料

をつけて作ります。 12月2日㈯、3
日㈰10時～16時 市民プラザ屋内
広場 各日70人（5歳未満は保護者
同伴）※定員に達しない場合は当日参
加可 1,200円 11月15日9時
から直接か電話で市民プラザ☎888-
3131 888-3138。［先着順］
たかつ花街道（溝口駅前周辺）
花壇植栽体験
　区民ボランティアが駅前周辺の花壇
10カ所で一斉に冬花壇の植栽を行い
ます。花植えを一緒に楽しみませんか。
12月2日㈯10時～12時 久本薬医

門公園（久本1-5-19）集合。軍手持参。
当日直接。雨天中止 区役所道路公
園センター☎833-1221 833-2498。
ご家族を介護している人のための
ティータイムコンサート
　おいしいコーヒー・軽食を楽しみなが
らのミニコンサート。経験者との交流
なども。 12月21日㈭13時半～15
時半 てくのかわさきホール 区内

在住で高齢者・障害者を介護している
32人 500円 12月８日17時まで
に電話かＦＡＸ、ハガキで年齢、被介
護者との続柄、被介護者の要介護度
又は障害等級、過去の本事業への参
加の有無も記載し、〒213-0001高津
区溝口1-6-10てくのかわさき3階、高
津区社会福祉協議会☎812-5500
812-3549。［抽選］
「エコシティたかつ」推進フォーラム
　区内小学校の児童によるビオトープ
を活用した学習内容の発表や、小学
校敷地内の3Dデータを活用した新た
な環境学習プログラムの開発に向け
た成果発表会などを行います。 12
月3日㈰13時半～16時半（予定） 区
役所市民ホール他 区役所企画課☎
861-3131 861-3103。

　健康づくりを目的に住民の皆さんが立ち上げ
た高津公園体操は、多世代交流や地域の見守
りの場にもなっています。軽快な音楽に合わせ
て、運動の苦手な人、子どもから高齢の人まで
無理なく気軽にできるオリジナル体操で、現在
37カ所の公園で実施しています。継続することにより健康・介護予防に効果
があり、リフレッシュもできて、ご近所さんとも顔見知りになれます。
　「毎回、みんなと顔を合わせるのが楽しみ」「生活リズムが整うから1日を快
適に過ごせる」と参加者から声を頂いています。詳細はお問い合わせ下さい。
区役所地域支援担当　☎861-3315 861-3307

　専門家からこつやヒントを聞き、良好なコミュニティづくりにつ
いて一緒に考えてみませんか。
日時　12月16日㈯14時～16時
場所　区役所第1会議室
対象・定員　区内マンション居住者50人

11月15日9時から直接、電話、ＦＡＸ、区HPで区役所地域ケ
ア推進担当☎861-3313 861-3307。［先着順］

マンションにおけるつながりづくり講演会・交流会
～安心居住と合意形成のために～

※詳しくは市内公共施設などで配布中のチラシか区HPをご
覧ください
区役所地域振興課☎861-3134 861-3103

　市民グループによる演奏が行われます。子どもたちの発表や参加者と来場者が
一緒に歌う企画など盛りだくさんの音楽祭です。

日時 場所 定員 内容
11月25日㈯15時 市民プラザ屋内広場 当日先着300人 ロック・ジャズ・ポップス
12月2日㈯14時 市民館大ホール 当日先着600人 器楽
12月3日㈰14時 コーラス

第28回高津区民音楽祭区内最大の参加型コンサート

第16回高津地区 防 災 訓 練
　区民一人一人の防災意識の向上を図るとともに、町内会・自治会などと各防災関係機
関・団体が互いに連携協力して防災体制の強化を図るための訓練です。
日時　11月11日㈯8時50分～11時　※各ブースは10時半まで
場所　久本小学校
内容　消防署・消防団による救助訓練、誰でも参加できる消火訓練、
給水訓練、起震車、煙体験、炊き出し訓練、応急救護や啓発ブース
など。 区役所危機管理担当☎861-3146 861-3103

高津公園体 操楽しみながら健康づくり！ 仲間づくり！

　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 861-3103

日程 時間 自主防災組織名 場所

11/18㈯ 10時～12時 コード梶が谷管理組合（Ａ・Ｂ棟） マンション敷地内他
諏訪第２町会 諏訪神社

11/19㈰ 10時～11時半 溝の口ガーデンプレミア自治会 マンション敷地内
11/23㈷ 10時～12時 県営久末アパート自治会 久末団地公園
11/25㈯ 9時半～11時半 メイフェアクラブ マンション敷地内
11/26㈰ 10時～12時 千年町会 橘小学校

地域の防災
訓練情報


