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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

現在の川崎市のよう
な都市部では、なか
なか見られない光景
に思われて新鮮です

洗い場で野菜を洗っ
ている様子（昭和38
年頃・久末）

ふるさとアーカイブ

時間　9時半～17時15分
場所　市民プラザ
内容　ふるさと芸能大会、お楽しみ抽選
会（対象：小学生以上の区内在住者）、子
ども広場（工作コーナー・移動動物園な
ど）、地元産野菜の即売会など
橘出張所☎777-2355 777-4299

　プロ7劇団、アマチュア20団体による首都圏
最大の人形劇のお祭りです。
時間　10時～16時
場所　市民プラザ
費用　300円（3歳未満無料）
※�人形劇まつり名物「手作りコーナー」もあります
（詳細はお問い合わせください）
市民プラザ人形劇まつり事務局

　☎888-3131 888-3138

時間　10時～14時
場所　高津老人福祉・地域交流センター
内容　高津さんの市（野菜販売）、キッチンカー出
店、スーパーボールすくい、簡単かわいい手作り
コーナー、だれでもカラオケ、遊び広場、スタン
プラリー、手作り作品や天然酵母パンの販売
高津老人福祉・地域交流センター

　☎853-1722 853-1729

場所　高津スポーツセンター
内容　地域団体による発表、模擬
店、子ども縁日
※�内容によって時間が異なります。
詳細はお問い合わせください
高津スポーツセンター☎813-

6531 813-6532

　体育館で行うカーリングのようなスポーツです。
ルールが簡単で誰もが気軽に楽しむことができますの
で、未経験者もぜひご参加ください。
時間　９時～11時
場所　高津スポーツセンター
募集内容　小学生の部、中学生以上の部　
各８チーム（競技は3人制で1チーム6人以内）
費用　1人100円　持ち物　体育館履き

7月20日17時までに電話かFAXにチーム名、代
表者名（小学生の部は保護者名も）、連絡先、人数を
記入して区役所地域振興課☎861-3145
　　 861-3103。［抽選］
　　　　※7月25日までに落選者にのみ
　　　　　　　　結果を通知します

　大山街道活性化の取り組み紹介、
アユの絵付けワークショップを行います。
時間　13時半～16時半
場所　岩崎酒店(溝口３－１１－１５)前
※ワークショップは当日先着50人
（材料費200円）
区役所地域振興課

　☎861‐3133� 861‐3103

担当お気に入りの１枚

橘地区の夏の一大イベント！

橘ふるさと祭り

高津老人福祉・
地域交流センターまつり

タカスポ祭り

ユニカール大会参加者募集！大山街道
アクションフォーラム

今年もたかつのおまつり
やるよ～

時間　13時半～19時半（荒天中止）
場所　大山街道と周辺施設
内容　市消防音楽隊や小学・中学・高校生に
よる音楽演奏、連合町内会による伝統の「納

おさめ

太
だ ち

刀」の披露、多くの団体によるパレード、
各種展示ブースの出展、屋台の出店など
高津区民祭実行委員会事務局

　☎844-7778� 050-3737-4901

高津の夏の風物詩！

高津区民祭
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人形劇まつり

高津区民祭伝統の
「納太刀」

　着なくなった衣類や不要になった小
型家電（30cm未満）などを回収します。
時間　10時～15時半（雨天決行）
場所　高津図書館前ブース

宮前生活環境事業所
☎866-9131
857-7045

古着回収
7 ㈰29



今月のふくシティたかつは19日㈭、20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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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。 8月2日㈭、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）。持ち物：母子健康手帳、筆記
用具 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］
ベリーダンス教室
　 7月26日～11月8日の木曜（8月16
日は除く）、全１５回、初級クラス：10時
20分～11時20分、中級クラス：20時～
21時 高津スポーツセンター 各クラ
ス15歳以上の30人 10,200円
7月15日９時から直接か電話で高津ス
ポーツセンター
☎813-6531
813-6532。［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。 ❶8月13日㈪❷20日㈪、9
時～12時 高津消防署 各30人
800円（教材費）。受講者に修了証が
交付されます ❶は7月30日、❷
は8月6日、いずれも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］

プラザ・ウィンドコンサート2018
　市民参加型の吹奏楽コンサート。
9月30日㈰14時～15時半 市民

プラザ 489人 1,000円（全席自

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

由）。出演：プラザ・ウィンドオーケストラ
（一般公募により結成）、ゲスト：城倉
かほる氏（ソプラノ）、小川幸恵氏（ク
ラリネット）、さつきかほり氏（トランペッ
ト）。曲目：ジュビリー序曲他 ７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］※当日券あり　
夏休み子ども映画会
　「忍たま乱太郎」「ミッキーの消防隊」
「まんが日本昔ばなし」「ちびまる子
ちゃんの地震を考える」「アラジンと魔
法のランプの交通安全」などの中から
いずれか3本程度を上映します。
7月24日㈫❶10時～❷13時～❸16
時～、各回1時間半程度 ❶橘出張
所❷悠友館（新作1-17-3・養福寺バス
停徒歩3分）❸プラザ橘 ３歳～小学
生と保護者、当日先着で❶100人❷
100人❸120人 橘出張所☎777-
2355 777-4299。
たかつサロンＤＥコンサート
　日曜の昼下
がりのひとと
き、市民館で
素敵な時間を過ごしませんか。 7月
15日㈰12時10分～12時45分 高
津市民館談話コーナー。出演：専修大
学三曲研究会（邦楽） 高津市民館☎
814-7603 833-8175。
たちばなファミリーコンサート
　洗足学園音楽大学の学生たちによ
るミニコンサート。 8月4日㈯❶11
時～12時❷13時半～14時半 プラ
ザ橘2階第3・第4学習室 ❶0歳以上
❷小学生以上の各120人。出演：洗足
学園音楽大学渡部ゼミ 7月21日
10時からプラザ橘窓口でチケット配布
（1人4枚まで）。
プラザ橘☎788-
1531 788-52　
63。［先着順］

区役所地域振興課☎861-3134 861-3103

日時　7月24日㈫12時～12時40分
場所　区役所1階ロビー
出演　倉谷千明［ソプラノ］
　　　西岡慎介［テノール］
　　　北村まりえ［ピアノ］
曲目　オペラ『椿姫』より二重唱「乾

杯の歌」べルディ作曲　「帰れソレン
トへ」デ・クルティス作詞・作曲　他

第200回
倉谷千明 北村まりえ西岡慎介

　市では、これからの地域づくりに向けて、コミュニティー施策の羅針盤
となる「（仮称）今後のコミュニティ施策の基本的考え方」を検討しています。
この策定に向けて7区で市民検討会議（ワークショップ）を開催します。これ
からの地域づくりについて、一緒に考えてみませんか。
日時　8月19日㈰14時半～17時半（14時開場）
場所　にこぷら新地（二子2-6-47）
対象・定員　区内に在住・在学・在勤しているか、
区内で地域活動をしている高校生以上の20人
謝礼　クオカード2,000円分

7月20日までに氏名・ふりがな、年齢、住所、
電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス、参加希望区、主な地域活動歴（な
しでも可）、保育が必要な場合はその旨も記入の上（書式自由）、直接、Ｆ
ＡＸまたはメールで市民文化局協働・連携推進課☎200-1986 200-
3800 25kyodo@city.kawasaki.jp［抽選］

　赤ちゃんとの関わり方などについてのお話
を聞いたり、同じ境遇にあるお母さんたちと
の意見交換・交流をしたりしてみませんか。
日時　�8月22日～9月12日の水曜、13時半

～15時半、全４回
場所　高津市民館和室
対象　受講時におおむね月齢が２～４カ月の第1子の赤ちゃんとお母さん
定員　20組�※保育なし　費用　864円（テキスト代）

7月17日から直接か電話かFAX（氏名、住所、電話番号、子どもの
生年月日を記入）で区役所地域ケア推進担当☎861-3313 861-3307。
［先着順］

日時　9月1日㈯❶11時半～❷14時～
　　　（１公演60分）
場所　高津市民館大ホール
定員　各500人
費用　中学生以上：前売券900円、当日券1,000円、0歳～小学6年生：前
売券90円、当日券100円

前売券は文教堂書店溝ノ口本店（久本3-1-28）・溝ノ口駅前店（溝口
1-3-1�ノクティ1�7F）にて7月20日から販売（8月29日まで）。当日券販売は
10時から。区役所地域振興課☎861-3134 861-3103。［先着順］

　地域の皆さんで一緒に参加型の人形
劇を楽しみませんか。子どもから年配の
人まで一緒に見られる人形劇です。
日時　7月18日㈬10時15分～11時
場所　にこぷら新地（二子2-6-47）�定員　70人
７月15日までに電話、FAX（氏名・ふりがな・性別・年齢・住所・電話番

号を記入）、区ＨＰ、メールで区役所保育所等・地域連携☎861-3372
861-3307 45tkhoik@city.kawasaki.jp［抽選］

高津区のこれからの地域づくりを考える
ワークショップを開催します

親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」

子どもから大人まで楽しめる
オペラ「泣いた赤鬼」

30年度高津区市民提案型協働事業
にこにこあおむし人形劇団が提供する
多世代交流人形劇

第13号

　「ダンスを通してパラリンピックを応援することはできないだろうか」と
いう思いから平成２６年に発足し、「障害があってもなくてもみんなで楽し
くダンスができること」をモットーにダンスのレッスンや地域との交流を
行っています。
　木曜クラスのレッスンは、ストレッチとヒップホップのクラスがあり、イベ
ントなどでの発表に向けて繰り返し練習を行い、完成度を高めています。
　目標は、仲間を増やして32年のパラリンピックエキシビションにダン
スで参加することです。活動に興味のある人は、お気軽にお問い合わせ
ください。
ＮＰＯ法人 ダンスラボラトリー
活動場所　�高津老人福祉・地域交

流センター
ＮＰＯ法人�ダンスラボラトリー
Dance_teamLabo@yahoo.

co.jp
区役所地域ケア推進担当☎８６１-３３１３ ８６１-３３０７

障害の有無に関わらず、みんなで一緒に踊ろう！
～ダンスで地域と交流するダンスラボラトリー～
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