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偶数月の第3日曜は生産者から直接地元野菜を購入できる「高津さんの市」。今月は久本薬医門公園で21日㈰に開催します。 区役所地域振興課☎861-3133

　現在の区の姿か
らは想像もできな
いほど牧歌的な風
景がありました。

牛で田を耕してい
る様子（昭和25年
頃、久末）

ふるさとアーカイブ

　渡し船に乗って往来し、秋の多摩川を体感しましょう。
　二子神社では、子どもも楽しめるイベントを実施（乗船しなくても参加可）。
二子の渡しの起源が分かる紙芝居、アユの縫いぐるみの色つけ体験、竹細
工遊びなど。
日時　11月3日㈷12時～15時半
対象　小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）、当日先着300人
受付場所　二子神社境内（世田谷側は兵庫島近辺）
コース　二子橋付近から乗船し対岸の世田谷側で下船（世田谷側からの乗
船も可能）
注意事項　当日の天候や川の状況により、中止や内容変更の場合あり。
詳細は当日8時から音声案内☎0180-991-213で確認してください。

区役所地域振興課☎861-3133 861-3103
※当日は音声案内のみ

　区内にある魅力的な資源をつなぐ「高津のさんぽみち」。区民ワークショッ
プでルートなどを検討したガイドマップ（写真）を発行しました。区役所企画課
で配布の他、区ＨＰからもダウンロードできます。また、ナビタイムジャパン
のアプリ「ウォーキングNAVITIME」でも利用できま
す。今回、このコースを舞台としたウオーキングイ
ベントを開催します。
日にち　11月18日 ㈰　受付時間・場所　10時 ～
12時　新城公園（中原区新城3-14-1）
受け付け後にマップやアプリを利用しながら、各自
歩いて14時半までにゴールを目指します。
ルート：江川せせらぎ遊歩道～神庭緑地（蟹ケ谷古
墳群）～橘公園～子母口旭田公園（約4.5km）

区役所企画課☎861-3135 861-3103

　プロの指導でカスタネットなどの打楽器を練習
し、区民音楽祭に出演してみませんか？
日時　練習：10月31日、11月14日、28日の水
曜、15時半から。本番：12月1日㈯午後
場所　練習：高津市民館　本番：高津市民館大ホール　　
対象・定員　区内在住・在学の小学生20人

10月15日（必着）までに直接か、保護者氏名・住所・電話番号・子どもの氏 
名と生年月日・学校名を記入し、ハガキ、ＦＡＸ、メールで〒213-8570区役所
地域振興課☎861-3134 861-3103 67tisin@city.kawasaki.jp［抽選］

　約３kmのコースをクイズやゲームをし
ながらグループで歩きます。
日時　11月3日㈷8時半～12時半頃　
※荒天中止　集合・解散　橘小学校
対象・定員　区内在住の小学3～6年生210人（１組2～3人、3年生が参加す
る場合は保護者同伴）
持ち物　申込書（控え）、飲み物、筆記用具、タオル、雨具など（小雨時）

10月15日から直接かＦＡＸで申込書を橘出張所☎777-2355 777-
4299 ［先着順］　※申込書は橘出張所で配布する他、区ＨＰからもダウンロー
ドできます

日時　11月10日㈯10時～12時　※荒天中止
場所　溝口駅北口キラリデッキ
対象　区内在住の20人程度（区内小学生と保護者優先）

10月26日（必着）までに氏名、学校名、学年、電話番号を記入し、往
復ハガキ、FAX、メールで〒213-0001 溝口5-15-7区役所道路公園センター
☎833-1221 833-2498 67dousei@city.kawasaki.jp ［抽選］

　いつ来るか分からない災害に備えましょう。
日時　10月27日㈯8時50分～11時（各ブースは
10時半まで）　場所　梶ケ谷小学校
内容　消火訓練、給水訓練、起震車、煙体験、応急救
護訓練や啓発ブースなど（全て誰でも参加できます）。消
防署・消防団による救助訓練もあります

区役所危機管理担当☎861-3148 861-3103

　当日自由参加の競技も多数あり、毎年、子どもから大人まで大勢参加し
ています。昼休みの抽選会で豪華賞品が当たるかも!?
日にち　10月21日㈰　※荒天中止（開催有無は当日6時半（橘地区は7時）か
らの自動音声案内☎0180-991-213で確認してください）
●高津地区　８時半～15時45分。高津中学校で。

区役所地域振興課☎861-3144 861-3103
●橘地区　９時～15時半。橘小学校で。

橘出張所☎777-2355 777-4299

　広大な農地や歴史ある寺社など橘地区の
風情ある景色を写真に収めるツアーです。
地元を歩き、撮影技術を学び、すてきな風
景を撮影し、地域の魅力を感じてください。
日時　10月25日㈭9時～13時頃
集合場所　高津区役所
解散場所　プラザ橘（希望者のみ弁当あり）
※ 弁当は地元産たちばな野菜を使用。要事前申し込み（750円）
コース　久末団地バス停から久末緑地・久末小学校脇を経由しプラザ橘まで
約3.3ｋｍ
講師　山本秀男氏（歩楽里写真部主宰　写真小屋山ちゃん店主）
対象・定員　自分のカメラで撮影でき、たちばな風景写真展に応募できる20人

10月15日9時から直接か電話で区役所地域振興課☎861-3133
861-3103 ［先着順］　★たちばな風景写真展の写真も募集中。
詳細は

担当お気に入りの１枚

二子の渡し体験

高津のさんぽみち「花香るせせらぎの道と蟹ケ谷
古墳」のガイドマップ発行とウオーキングイベント

キッズパーカッション参加者募集

橘の散歩道ウオークラリー

溝口駅前キラリデッキ花壇植栽体験

第17回高津地区防災訓練

高津地区・橘地区親子運動会

たちばな風景撮影ツアー～歩く・学ぶ・撮る・感じる～

検索たちばな風景写真展

さぁ、出掛けよ
う！イベントもりもり！たかつの秋！

江戸から大正にかけて大山街道の
一部として利用されていた



今月のふくシティたかつは18日㈭、19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
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第30回健康づくりグループ交流会
　グループだけでなく、健康づくりの
体操・運動に興味がある人も参加して
一緒に体を動かし、楽しみましょう。

11月15日㈭、13時半～15時半
高津スポーツセンター。持ち物：運動
靴（上履き用）、タオル、飲み物、う
ちわ 開催日までに直接か電話で
区役所地域支援担当☎861-3316
861-3307 ［事前申込制］
クリスマスリースの手作り体験

　 12月1日㈯❶10時～12時❷14
時～16時 ❶橘出張所❷区役所保健
ホール 各回24人 材料費3,000円

10月22日から直接、材料費を
添えて❶は橘出張所☎777-2355
777-4299、❷は区役所地域振興課
☎861-3145 861-3103 ［先着順］
秋の映画会「青い山脈」

　 10月15日㈪13時半～15時10分
高津老人福祉・地域交流センター

市内在住の当日先着100人（市内在住
であることを証明できるものを持参）
高津老人福祉・地域交流センター☎
853-1722 853-1729
第2回いだ地域交流会

　地域で福祉活動をしている障害の
ある人たちと交流しませんか。ダンス
や障害者スポーツ、車いすなどの体
験企画も。 10月20日㈯10時～14
時 中部リハビリテーションセンター

健康福祉局井田障害者センター 
☎750-0686 750-0671
外国人市民とともに楽しむ
地域めぐり体験

　農体験をします。 11月11日㈰
10時～16時 高津区久末他 30人

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

200円 10 
月21日10時から
直接、電話、ＦＡ
Ｘで高津市民館
☎814-7603
833-8175［先着順］
遊びをつくるワークショップ

　演劇づくりで用いられるワークショッ
プをもとに、市民プラザの屋内広場
の遊びを考え、みんなで遊びます。
講師：柴幸男氏（演出家） 12月8日
㈯10時～16時 市民プラザ 小学
生20人 1,500円 11月2日 ま
でに直接か電話で市民プラザ☎888-
3131 888-3138 ［抽選］
第20回プラザ橘まつり

　サークルなどによる作品展示、実技
発表の他、プラザ橘開館25周年を記
念し、お囃

は や し

子や吹奏楽演奏などを行
います。 11月3日㈷、4日㈰、10
時～16時（入場自由） プラザ橘☎
788-1531 788-5263
たかつサロンＤＥコンサート

　 10月21日 ㈰12時10分 ～12時
45分 高津市民館談話コーナー。出
演：フルート・ギターデュオ。曲目：アヴェ・
マリア、コンドルは飛んでいく 他 高
津市民館☎814-7603 833-8175
川崎の武将・稲毛三郎重成の往時
をしのび「戦争遺跡・旧日本陸軍登
戸研究所」を訪ねる

　案内：高津シルバーガイドの会。散
策コースはお問い合わせください。
11月2日㈮10時～16時頃。雨天時は
11月7日㈬に変更 武蔵溝ノ口駅改
札前集合（解散は登戸駅） 市内在住
60歳以上の介助なしで歩ける20人。
持ち物：弁当・飲み物・帽子・雨具・筆記用
具・交通費実費（バスで向ケ丘遊園駅
まで移動します） 10月18日から直
接、高津老人福祉・地域交流センター
☎853-1722 853-1729 ［先着順］

　年齢に応じた遊びの紹介の他、お父さん同士
の交流を深めます。前回の参加者からは「子ど
もとの遊び方や接し方が分かった」「お父さん友
達ができた」などの感想をいただきました。お母
さんの参加も大歓迎です！

　赤ちゃんとの関わり方などについての話を聞いたり、同じ時期にお母さ
んになった人たちとの意見交換・交流をしたりしてみませんか。
日時　 11月12日～12月3日の月曜、10時～12時、全４回
場所　区役所保健ホール
対象　おおむね月齢が２～４カ月の第1子
とお母さん
定員　20組　※保育なし 費用　864円

（テキスト代）
10月15日から直接、電話、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］

開催情報　※ 申し込み方法など詳細は各園にお問い合わせください
場所 日時 問い合わせ

① 津田山保育園 10月20日㈯9時半～12時 ☎888-5291
② 地域子育て支援センター

かじがや 11月10日㈯9時半～16時 梶ケ谷保育園
☎865-0355

③ 蟹ケ谷保育園 12月1日㈯10時半～12時半 ☎751-9040
ＦＡＸでの問い合わせは区役所保育所等・地域連携 861-3307

日程 時間 自主防災組織名 場所

10月20日㈯ 9時～11時 溝の口ガーデンアクアス
自主防災組織

溝の口ガーデン
アクアス中庭

10月21日㈰ 10時～12時 子母口プラザハイム
自治会

県営子母口プラザ
ハイム敷地内

10月28日㈰ 10時半～12時10分 下作延中央町内会 下作延第２公園
区役所危機管理担当☎861-3148 861-3103

「お父さんと遊ぼう 　　　」
ママもね！「赤ちゃんがきた!」

地域の防災訓練情報
赤ちゃんのことを知ろう、
はじめての子育てPart2

　子どもとのコミュニケーションなど
を学ぶ他、各回交流タイムを設けま
す。 11月22日～12月20日の木曜、
10時～12時、全５回 高津市民館
区内在住で29年4月2日～30年4月
1日生まれの子どもと保護者20組（第
1子優先） 1000円。保育は同室で
行います 10月18日10時から直
接、電話、ＦＡＸで高津市民館☎814-
7603 833-8175 ［先着順］
離乳食教室

　 11月1日㈭、20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）。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］
はじめての歯みがき教室

　 11月6日㈫9時半～11時半 区
役所保健福祉センター2階歯科室 4
カ月～1歳未満の子どもと保護者30
組。持ち物：母子健康手帳、歯ブラ
シ 10月17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］
市民自主企画事業「シンプルに暮らそう」

　日常生活を心地良く過ごすための整
理整頓の考え方を学びます。講師：金
子由紀子氏（All About「シンプルライ
フ」ガイド） 11月5日㈪、12日㈪10時
～12時、全2回 プラザ橘 50人。
保育あり（1歳半から就学前、先着10
人、要予約。900円） 10月17日
10時から直接、電話、FAX（保育の有
無も記入）でプラザ橘☎788-1531
788-5263 [先着順]
太極拳ゆったり体操

　血圧測定と健康相談も。 11月
30日㈮10時～11時半 高津老人福
祉・地域交流センター 市内在住60
歳以上30人。持ち物：上履き、飲み物、
タオル 11月5日9時から本人が直
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]

人生100年時代対策～地元で再始動
してみませんか～ in地域福祉懇談会

　東京大学高齢社会総合研究機構特
任講師、後藤純氏とともに、自分が
楽しめること、やりたいことを見つけ
ませんか。 11月14日㈬、29日㈭
の10時～12時、全2回 にこぷら新地

（二 子2-6-47） 35人（二 子、 瀬 田、
諏訪、北見方、下野毛在住者優先）

10月15日9時から直接、電話、ＦＡ
Ｘで高津区社会福祉協議会☎812-
5500 812-3549 区役所地域ケ
ア推進担当☎861-3313 861-3307 

［先着順］
フラダンス教室

　 毎週木曜（第3週と祝日は除く）、
11時半～12時半 高津スポーツセン
ター 15歳以上 500円 高津ス
ポーツセンター☎813-6531 813-
6532

１歳児歯科健診
　歯科相談も行います。 11月5日
㈪9時～10時半 区役所保健福祉セ
ンター2階歯科室 1歳3カ月未満の
子ども30人。持ち物：母子健康手帳

10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］
年末たすけあい見舞金

　区内在住で次のいずれかに該当す
る人のいる世帯が申し込めます。❶ひ
とり親で児童扶養手当を受給❷身体
障害者手帳1・2級、療育手帳A、精
神障害者保健福祉手帳1級を持ってい
る❸在宅で要介護4・5の認定を受け
ている❹災害遺児等福祉手当を受給
❺公害病認定患者で継続30日以上入
院している。  10月31日（消印有
効）までに直接か郵送で区社会福祉協
議会窓口などで配布している申込書
を〒213-0001溝口1-6-10高津区社
会福祉協議会地域課☎812-5500
812-3549 ［選考］
特設人権相談所

　いじめや体罰、虐待、セクハラな
どの相談に人権擁護委員が応じます。

11月6日㈫13時～16時 区役所
第3会議室 区役所地域振興課☎
861-3141 861-3103

親子の絆づくり
プログラム

就学前の子どもと
保護者対象
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