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区役所駐車場は混雑します。区役所、みぞのくち市税事務所にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。編集：高津区役所企画課（☎861-3131 861-3103）

【キッズスペース・もくもく】

　国産スギ材を使った親子で和めるキッズスペース。川崎西

ロータリークラブとＪＡセレサ川崎の協力で絵本を増冊して充実

しました。また、新たにお絵かきコーナーも設置しました。

3/30㈯窓口の一部を臨時に開きます ４月７日投票　第１９回統一地方選挙に関するお知らせ

　混雑緩和のため、3月30日㈯も区役所では住所異動などの手続きを受

け付けます。

※第2・4土曜の午前中は、年間を通じて開設しています

時間　８時半～１２時半

開設窓口　区民課・保険年金課の窓口（後期・介護保険料係、国民年金係を除く）

①期日前投票

　高津区の選挙人名簿に登録されている人は期日前投票ができ

ます。ただし、住所要件が必要となるため、市外へ転出した人

はお問い合わせください。

②施設内の投票場所変更

施設 投票場所

西高津中学校 図書室　→　美術室

梶ヶ谷小学校 理科室　→　体育館

新作小学校 図書室　→　体育館

末長小学校 体育館　→　多目的室

　①②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

期間・時間

場所

3/22㈮～3/29㈮ 3/30㈯～4/6㈯

8時30分～20時 8時30分～20時

高津区役所5階会議室 県知事選挙のみ 市議会議員選挙、県議会
議員選挙、県知事選挙の
すべて橘出張所2階会議室

※土・日曜、昼休み時間も投票できます
※ 選挙ごとに期日前投票ができる期間・場所が異なりますのでご注意ください

　手続きの内容によっては時間がかかる場合がありますので、時間に余

裕を持ってお越しください。また、駐車場が大変混み合いますので、公

共交通機関をご利用ください。

サンキューコールかわさき☎200-3939 200-3900

【たかつひと言ポスト】

　区では、区民の皆さまの意見や

つぶやきなどをサービス向上につ

なげるため、区役所で感じたこと、

伝えたいことなどを自由に書いて投

書できる「たかつひと言ポスト」を各

フロアに設置しています。

《愛称の由来》

「もくもく」は木の持つ温もり、親

しみ、癒やしなどのさまざまな効

果が相乗的に広がるように「木２」

から「もくもく」と名付けました。

高津区役所

の桜
（平成24年以降）

ふるさとアーカイブ

担当お気に
入りの１枚

　区では、区民の皆さまのニーズに応じて利便性の高い快適なサービスを提供するための取り組み

を進めています。その一環として、このたび、国の地方創生推進交付金を活用し、区役所１階市民ホー

ルの一部で「木」を取り入れた整備に取り組みました。 区役所区民課☎861-3160 861-3169

「木」を取り入れるとこんないいことが

◇ 木製品を使った市政資料コーナーの再整備

（たかつひと言ポスト掲示場の移設を含む）

◇キッズスペースの木質化と拡張

　総合庁舎案内、市政資料コーナー、

区民課の待合スペースなど多くの機

能を兼ね備えている区役所１階市民

ホール。市民アンケートや「たかつひと

言ポスト（区民意見投書箱）」などで次の

ようなご意見をいただいていました。

　市では地球温暖化防止や森林再生などに役立

つ国産木材の利用を進めています。そこで、区で

も「木」と触れ合い、その良さを実感できるよう区

役所庁舎に「木」を取り入れました。

　木はやわらかくて香りが良く、また、湿度を調

節する効果もあるといわれています。

市民ホールが

暗く感じるなあ キッズスペースが

使いやすくなったらいいな

市政資料コーナーが

分かりにくいわ
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混雑予想カレンダー



今月のふくシティたかつは14日(木)、15日(金)に区役所１階市民ホールで開催。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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みんなの映画会「ピーターラビット」

　 ３月27日㈬14時～15時40分(13

時20分開場) 高津区老人福祉・地域

交流センター 市内在住の当日先着

100人。市内在住であることが分か

るもの、上履きと靴を入れる袋を持参

高津区老人福祉・地域交流センター

☎853-1722 853-1729

離乳食教室

　離乳食の始め方や

進め方の講話と個別

相談を行います。

４月５日㈮、22日㈪、

13時45分～15時

(両日同内容) 区役所保健ホール

生後４～６カ月ごろの乳児と保護者(保

護者のみの参加も可)。母子手帳持

参 前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］

はじめての歯みがき教室

　歯の生え始めた子どもを対象に、

虫歯予防と歯磨きの進め方の話、個

別の歯磨き実習を行います。 ４月

12日㈮❶９時45分～10時半❷10時

45分～11時半 区役所歯科室 生

区のお知らせ

申し込み方法は市版5面参照

後４カ月～１歳未満

の子どもと保護者各

15組。母子手帳と

歯ブラシ持参

３月18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］

エアロビクス初級

　基本動作を中

心とした分かり

やすい内容の初

級者向けクラス

です。子ども連

れでも踊れるス

ペースもあります。講師：高橋愛 毎

週火曜(祝日を除く)９時～10時15分

高津スポーツセンター 中学生以

上 220円(学生、20歳未満は110

円) 高津スポーツセンター☎813-

6531 813-6532

フラダンス教室

　基礎となるステップ、ハンドモーショ

ンなどを学びます。３分程度の曲の習

得を目指します。講師：南愛花 ❶月

曜クラス：４月８日～６月24日(４月29

日、５月６日を除く)、16時～17時15

分、全10回❷水曜クラス：４月10日～

６月19日（５月１日を除く）、15時半～

16時45分、全10回 市民プラザ

18歳以上の女性各15人 各10,800

円 ３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］

大人の３カ月教室

　プールで筋トレ＆アクアダンス、ヨ

ガ、いきいきワクワク健康体操、スリ

ムボクシングなどのスタジオプログラ

ムやアクアプログラムを4月から３カ

月単位で行います。 市民プラザ

３月15日９時から直接、市民プラ

ザ体育施設フロント☎857-8818

866-0382 ［先着順］※各プログラム

の定員、費用など詳細はお問い合わ

せください。

１歳児歯科健診

　１歳３カ月未満の子どもの歯科健診

と相談。 ４月17日㈬９時～10時半

区役所歯科室 １歳３カ月未満の

子どもと保護者30組。母子手帳持参

３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］

第19号

　区では、幅広い世代の区民が

共に集い、つながりを深め、支

え合える地域づくりを目指して、

さまざまな多世代間交流に取り

組んでいます。

　いこいの家、こども文化セン

ターと連携・協力して、乳幼児と

その保護者、小学生、高齢者

が季節行事にちなんだ飾りやお菓子などを一緒に作り、楽しみながら交

流を深めています。「おばあちゃんに折り紙を教えてもらえてうれしかった」

「子どもから元気をもらった」などの感想が寄せられ、次の開催を楽しみ

にしている人も多くいます。

　また、地域の保育園児といこいの家の利用者との間では、囲碁のルー

ルを簡単にした「ふれあい囲碁」を通じての交流事業も行っています。和

やかな雰囲気の中でおしゃべりを楽しみながら対戦し、勝っても負けても

たくさんの笑顔が見られます。

　住民同士の世代を超えた交流の中で豊かな心と生きがいを育み、安心

して暮らし続けられる高津区になるよう取り組んでいきます。

区役所保育所等・地域連携担当☎861-3372 861-3307

多世代間交流でみんな元気に！

　桜の木の下で小学生

の太鼓演奏やおはやし、

中学生の吹奏楽、二ケ

領用水で活躍する市民

団体の紹介などを行いま

す。国の登録有形文化

財であり、貴重な区の財

産でもある久地円筒分水

に出掛けませんか。

日時　３月23日㈯11時～15時(雨天時は翌日に順延)

※ 当日の開催の有無は☎0180-991-213(自動音声)で案内します

場所　久地円筒分水広場(久地１－34)

区役所地域振興課☎861-3133 861-3103 　区内の花壇やプランターの花を育てる「区

民ミニ・ガーデン」連絡会の会員を募集して

います。身近な場所で一緒に花があふれる

街をつくりましょう。初心者大歓迎です。詳

しくはお問い合わせください。

主な活動場所　溝口駅前周辺（区役所前～

久本バス停前）、橘出張所、高津スポーツ

センター、プラザ橘、久地橋

道路公園センター整備課

☎833-1221 833-2498

日程 時間 自主防災組織名 場所

3月16日㈯ 10時～11時40分 諏訪第一町会 諏訪神社境内

３月17日㈰ 10時～12時 下作延中住宅自治会 下作延身代り公園

３月30日㈯ 11時～12時半 溝口第一町会 溝口南公園

４月13日㈯ ９時半～13時 坂戸日商自治会 敷地内中央公園

区役所危機管理担当☎861-3148 861-3103

区役所地域振興課☎861-3134 861-3103

日時　３月19日㈫12時～12時40分

場所　 かながわサイエンスパーク(KSP)西棟１階都市ロビー

出演　 ヘンナーホルン四重奏団(鈴木

克博、木村あすか、木原英土、

長谷川陽一)

曲目　ホルン四重奏曲Op.38/コンス

タンティン・ホミリウス、パイレーツ・オ

ブ・カリビアンより/クラウス・バデルト

第207回

春の
風物詩

第15回円筒分水スプリングフェスタ

花を育てるボランティア募集

地域の防災訓練情報

ヘンナーホルン四重奏団
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