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施設関係

社会福祉協議会・いこいの家・地域包括
支援センター・市民館などの情報

【主に施設関係】

社会福祉協議会関連
名称

作成：平成29年2月

住所

画像

福祉パルたかつとてんとらちゃん

川崎市高津区
川崎市高津区社
溝口1-6-10
1 会福祉協議会(福
てくのかわさき
祉パルたかつ）
3階

概要

ホームページ

備考

連絡先

・高津区社会福祉協議会
高津区内の４地区社協及び民生委員
児童委員、町内会・自治会、ボランティ
ア、当事者団体。福祉施設など10種の
・開所時間
組織・団体により構成されている社会福
月〜土8時30分〜
祉法人。区民の誰もが安心して暮らせる
17時
地域づくりを推進するための福祉事業・ http://www.ka ただし、火曜日、
活動を行っています。
木曜日は21時ま 電話044wasaki812-5500
shakyo.jp/takat で。
・福祉パルたかつ
su/index.cgi
ボランティア活動の推進や移送サービ
・休所日：第2・4・
ス事業、各種福祉講座や研修等の開催
5日曜日、祝日、
など地域福祉活動の総合的拠点施設と
年末年始
なります。
★詳細はホームページを御参照くださ
い。

歩こう会の活動

溝口、宇奈根、久地の地区を対象に
様々な福祉活動を行っています。
http://www.ka
wasaki★会食会 ★歩こう会 ★障がい者施
設・団体への助成等 ★夏休み子どもの shakyo.jp/takat
su/index.cgi?c
つどい など
=116
●詳細はホームページを御参照くださ
い。

川崎市高津区
高津第一地区社 溝口1-6-10
2
会福祉協議会
てくのかわさき
3階

福祉パルたか
つ、大山街道ふる
電話044さと館、くじいこい
812-5500
の家などで活動し
ています。

ミニデイの様子

久本、坂戸、梶ヶ谷、下作延、上作延、
向ヶ丘の地区を対象に様々な福祉活動
を行っています。 ★ふれあい歌声喫茶
★会食会、ミニディ ★障がい者クリスマ
ス会 ★親子芋ほり体験 など●詳
細はホームページを御参照ください。

川崎市高津区
高津第二地区社 溝口1-6-10
3
会福祉協議会
てくのかわさき
3階

http://www.ka
wasakishakyo.jp/takat
su/index.cgi?c
=116

福祉パルたか
つ、高津･上作
電話044延・梶ヶ谷いこい
812-5500
の家などで活動し
ています。

障害者クリスマス会の様子

二子、瀬田、諏訪、北見方、下野毛地区
を対象に様々な福祉活動を行っていま
す。

http://www.ka
福祉パルたか
wasaki★会食会 ★敬老慰問品のお渡し ★
つ、東高津・二子 電話044shakyo.jp/takat
障がい児者家族交流会 ★児童対象の
いこい家などで活 812-5500
su/index.cgi?c
星空観察会 など
動しています。
=116

川崎市高津区
高津第三地区社 溝口1-6-10
4
会福祉協議会
てくのかわさき
3階

●詳細はホームページを御参照くださ
い。

車椅子講習会の様子

末長、新作、千年新町、千年、子母口、
明津、蟹ヶ谷、久末、野川の地区を対象
に様々な福祉活動を行っています。
川崎市高津区
橘地区社会福祉 溝口1-6-10
5
協議会
てくのかわさき
3階

http://www.ka
末長・子母口いこ
wasakiい家、橘出張所、 電話044★介護講習会、車いす貸出し ★ミニデ
shakyo.jp/takat
プラザ橘などで活 812-5500
イ ★福祉バザー ★親子のつどい
su/index.cgi?c
動しています。
など
=116
●詳細はホームページを御参照くださ
い。

川崎市高津区
溝口1-6-10てく
のかわさき3階
高津区ボランティ
6
福祉パルたか
アセンター
つ内高津区ボ
ランティアセン
ター
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地域のボランティア情報の提供、ボラン
ティアグループや当事者団体の支援、ボ
ランティア講座の開催等を行っていま
http://www.ka
wasakiす。
shakyo.jp/takat
su/index.cgi?c
ボランティア活動をしたい方や、ボラン
ティア活動を依頼したい方、その他ボラ =130
ンティアに関することについて、お気軽に
ご連絡ください。

電話044812-5500
FAX044812-3549

高津区内いこいの家・老人福祉センター

名称

1

2

住所

施設の外観

開所時間

4

5
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備考

問合せ先

川崎市高津
高津いこいの家 区久本3-622

地域の健康な高齢者のふれあいや生
≪利用資格≫
きがいの場としての機能に加え、高齢
川崎市内在住の満60歳以
者を地域で支え合い、助け合っていくた
・月〜土・敬老の日：9:00〜16:00
上の方
めの福祉活動の拠点機能を併せもつ
電話044施設です。
811-5120
・休所日：日曜日、祝日(敬老の日
※個人で利用する場合
は、老人いこいの家にある
除く)、年末年始など
≪活動内容≫教養講座、マッサージ健
「老人いこいの家利用簿」
康教室、いこいの家まつり、カラオケ、
に記入してください。
体操など、詳細はいこいの家へ。

川崎市高津
上作延いこいの
区上作延
家
1142-4

地域の健康な高齢者のふれあいや生
きがいの場としての機能に加え、高齢 ≪利用資格≫
者を地域で支え合い、助け合っていくた 川崎市内在住の満60歳以
めの福祉活動の拠点機能を併せもつ 上の方
電話044施設です。
865-1633
※個人で利用する場合
≪活動内容≫教養講座、マッサージ健 は、老人いこいの家にある
康教室、いこいの家まつり、ミニデイケ 「老人いこいの家利用簿」
ア、カラオケ、体操など、詳細はいこい に記入してください。
の家へ。

・月〜土・敬老の日：9:00〜16:00
・休所日：日曜日・祝日(敬老の日
除く)、年末年始など

・月〜土・敬老の日：9:00〜16:00
3

概要

子母口いこいの 川崎市高津
家
区子母口983

川崎市高津
末長いこいの家 区末長2-272

川崎市高津
梶ヶ谷いこいの
区梶ヶ谷5家
8-27

・休所日：日曜日・祝日(敬老の日
除く)、年末年始など

・月〜土・敬老の日：9:00〜16:00
・休所日：日曜日・祝日(敬老の日
除く)、年末年始など

・月〜土・敬老の日：9:00〜16:00
・休所日：日曜日・祝日(敬老の日
除く)、年末年始など

地域の健康な高齢者のふれあいや生
きがいの場としての機能に加え、高齢
者を地域で支え合い、助け合っていくた
めの福祉活動の拠点機能を併せもつ
施設です。≪活動内容≫教養講座、
マッサージ健康教室、いこいの家まつ
り、 ミニデイケア、カラオケ、体操など、
詳細はいこいの家へ。

≪利用資格≫
川崎市内在住の満60歳以
上の方
電話044755-0147
※個人で利用する場合
は、老人いこいの家にある
「老人いこいの家利用簿」
に記入してください。

地域の健康な高齢者のふれあいや生
きがいの場としての機能に加え、高齢 ≪利用資格≫
者を地域で支え合い、助け合っていくた 川崎市内在住の満60歳以
めの福祉活動の拠点機能を併せもつ 上の方
電話044施設です。
866-0749
※個人で利用する場合
≪活動内容≫教養講座、お風呂、マッ は、老人いこいの家にある
サージ健康教室、いこいの家まつり、 「老人いこいの家利用簿」
ミニデイケア、カラオケ、体操など、詳 に記入してください。
細はいこいの家へ。

地域の健康な高齢者のふれあいや生
きがいの場としての機能に加え、高齢
≪利用資格≫川崎市内在
者を地域で支え合い、助け合っていくた
住の満60歳以上の方 ※
めの福祉活動の拠点機能を併せもつ
個人で利用する場合は、 電話044施設です。
老人いこいの家にある「老 853-5185
人いこいの家利用簿」に記
≪活動内容≫教養講座、マッサージ健
入してください。
康教室、がやがや祭り、カラオケ、体操
など、詳細はいこいの家へ。

高津区内いこいの家・老人福祉センター
作成：平成29年2月

名称

6

46

住所

川崎市高津
東高津いこいの
区下野毛1家
3-2

川崎市高津
区久地3-161

7

くじいこいの家

8

高津老人福祉・
川崎市高津
地域交流セン
区末長3-24ター（高津いきい
4
きセンター）

施設の外観

開所時間

・月〜土・敬老の日：9:00〜16:00
・休所日：日曜日・祝日(敬老の日
除く)、年末年始など

・月〜土・敬老の日：9:00〜16:00
・休所日：日曜日・祝日(敬老の日
除く)、年末年始など

概要

備考

地域の健康な高齢者のふれあいや生
きがいの場としての機能に加え、高齢
者を地域で支え合い、助け合っていくた
めの福祉活動の拠点機能を併せもつ
施設です。≪活動内容≫教養講座、お
風呂、 マッサージ健康教室、ミニデイケ
ア、カラオケ、体操など、詳細はいこい
の家へ。

≪利用資格≫
川崎市内在住の満60歳以
上の方

問合せ先

電話044813-1886
※個人で利用する場合
は、老人いこいの家にある
「老人いこいの家利用簿」
に記入してください。

地域の健康な高齢者のふれあいや生
≪利用資格≫
きがいの場としての機能に加え、高齢
川崎市内在住の満60歳以
者を地域で支え合い、助け合っていくた
上の方
めの福祉活動の拠点機能を併せもつ
電話044施設です。
※個人で利用する場合
811-2234
は、老人いこいの家にある
≪活動内容≫教養講座 、お風呂、マッ
「老人いこいの家利用簿」
サージ健康教室、カラオケ、体操など、
に記入してください。
詳細はいこいの家へ。

・月〜土・敬老の日：9:00〜16:00老
市内在住の６０歳以上の方が利用する 地域交流センター事業で
人福祉センター、16:00〜21:00地域
『老人福祉センター』と、年代問わず市 ある貸室は、
交流センター
民の交流の場を提供する『地域交流セ 月〜土・敬老の日の17:00 電話044ンター』の複合施設です。老人福祉セン 〜21:00、日・祝日(敬老の 853-1722
・日・祝日(敬老の日除く)：9:00〜
ターでは、入浴やカラオケ、健康相談な 日除く)の9:00〜21:00となり
21:00地域交流センター・休所日：
ます。
どが受けられます。
年末年始など

地域包括支援センター
【概要】
援助を必要とするお年寄りやその家族等の方が、身近なところで、気軽に専門家に相談できるととも
に、各種保健・福祉サービスを総合的に受けられる施設です。
作成：平成29年2月

包括名
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住所

担当地域

連絡先

1

わらく

川崎市高津区千年141

千年新町・千年・子母口・明津 電話044-799-7951

2

すえなが

川崎市高津区末長1-3-13

末長・新作

電話044-861-5320

3

陽だまりの園

川崎市高津区諏訪2-10-15

二子・瀬田・諏訪・北見方・下
野毛

電話044-814-5637

4

溝口

川崎市高津区溝口1-6-10て
溝口・久本・坂戸
くのかわさき3階

電話044-820-1133

5

ひさすえ

川崎市高津区久末453

蟹ヶ谷・久末・野川

電話044-797-6531

6

樹の丘

川崎市高津区久地4-19-1

宇奈根・久地・下作延

電話044-820-8401

7

リ・ケア向ヶ丘

川崎市高津区向ヶ丘130-9

梶ヶ谷・上作延・向ヶ丘

電話044-865-6238

市民館（高津区）
作成：平成29年2月

名称

1 高津市民館

住所

概要

施設情報

市民のみなさんの自主的な
学習・文化活動を支援してい
ます。
開館時間：午前9時〜午
後9時
会議室などの貸し出しのほ 休館日：毎月第3月曜(祝
川崎市高津区
日の場合は翌日)
か、子育て世代、シニア世
溝口1-4-1 ノ
代、ボランティア活動を始め
クティ2 11階
たい人、日本語を勉強したい ※年末年始、この他施
外国人市民、障がいのある 設点検のため利用でき
人などを対象に、さまざまな ない日もあります
学級・事業を実施していま
す。

ホームページ

備考

連絡先

★会議室の貸し出しは、5人以
上の団体に行っています(有
料)。利用には「ふれあいネット」
への利用者登録が必要です。
http://www.city.ka
wasaki.jp/takatsu/
category/111-111-0-0-0-0-0-00.html

★地域活動のきっかけとなるよ
うな学級・講座を実施していま
電話044-814す。また、各種事業の実行委員
7603
やボランティアも募集していま
ファクス044す。
833-8175
★保育つきの学級・講座もあり
ます。
★詳細は、高津市民館だより
(偶数月発行)またはホームペー
ジをご覧ください。

★市民館分館の開館時
間 全日9時〜21時
地域の皆さまの「つどい」や
「学び合い」の場として、各種
催し物や学級・講座を開催し
たり、サークル活動、集会、
高津市民館・
高津図書館橘 川崎市高津区 会議などのために学習室等
2
久末2012-1
の施設の貸出（有料）をして
分館（プラザ
います。
橘）
また、図書館には、約40,000
冊が蔵書されており、閲覧・
貸出をしています。
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★図書館分館の開館時
★学習室等の利用には「ふれあ
間 平日10時〜18時 土
いネット」への利用者登録が必
http://www.city.ka
曜日・日曜日10時〜17
要です。
wasaki.jp/takatsu/
時 国民の祝日10時〜
category/111-1117時
★講座やイベントの情報は、高
2-0-0-0-0-0-0津市民館・高津図書館橘分館
0.html
★市民館・図書館分館
（プラザ橘）のホームページを御
の休館日 毎月第3月曜
参照ください。
日（国民の祝日の場合
はその翌日）・年末年
始・点検日

電話044-7881531
ファクス044788-5263

