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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）

区制40周年記念誌
（平成24年発行）

　たかつの記憶を伝える一枚を毎
月紹介するこのコーナー。区では
収集した多くの写真の中から、選
りすぐったものを区制40周年記念
誌としてまとめ、区役所企画課窓
口で販売（822円）しています。

ふるさとアーカイブ

　新しい広場は1月29日から全面的に供用開始となり、バスは市バスに加えて、東急バスも乗り入れるようになります。
建設緑政局道路整備課☎200-2800、 200-7703

溝口駅南口広場が生まれ変わります！

日時　1月24日㈫12時～12時40分　場所　区役所１階ロビー
出演　フルート四重奏 宵待小町

（杉原夏海、上原麻衣、佐藤梢、齋藤寛）
曲目　越冬つばめ　作曲：篠原義彦　

また君に恋してる　作曲：森正明

第185回
区役所地域振興課☎861-3134、 861-3103

フルート四重奏 宵待小町

　花コンサートは、音楽を気軽に楽しんでもらえる
よう、区役所などでランチタイムに開催するロビー
コンサートです。ぜひご応募ください。

1月26日（必着）までに、応募用紙に必要事項を記入し、音源を
添えて直接か郵送で〒213-8570高津区役所地域振興課「花コンサー
ト出演者募集」係☎861-3134、 861-3103。［選考］
※応募用紙は区役所・市民館などで配布しています。また、区ホーム
ページからもダウンロードできます

29年度花コンサート出演者募集

●バス乗降場 ５カ所（市バス・東急バス）
● タクシー乗降場 各１カ所（ユニバーサルデザインタクシー対応）　
●一般車乗降場 2カ所（障害者用乗降場含む）
● 環境配慮施設（太陽光パネル・エコ街灯・遮熱性舗装・保水性舗装・光触媒）

広場施設の紹介

１月１０日から散乱防止および
路上喫煙防止の重点区域が拡
大します。また、指定喫煙場
所も新たに整備します。
※重点区域でポイ捨てまたは路
上喫煙をすると過料（2,000円）
が科せられます

広場内発着系統案内 ※1月29日から変更になります

JR武蔵溝ノ口駅東急溝の口駅

一般車乗降場

タクシー乗り場

タクシー降り場

①バス乗り場
②バス乗り場

③バス乗り場

④バス乗り場

指定喫煙場所［新設］

溝口駅南口広場完成記念式典
　事業概要説明やテープカット、寄贈
品に対する感謝状贈呈式、洗足学園
の生徒による演奏会などを行います。

日時　1月28日㈯10時～11時　
場所　溝口駅南口広場内
※雨天決行、荒天中止

散乱防止＝環境局減量推進課
☎200-2580、 200-3923
路上喫煙防止＝市民文化局地域
安全推進課☎200-2284、
200-3869

武蔵溝ノ口駅周辺重点区域

系統 行き先 経由地 事業者

溝１５ 宮前平駅 南平・犬蔵

市バス宮前区役所前 南平・犬蔵・宮前平駅
溝１６ 聖マリアンナ医科大学前 南平・犬蔵・蔵敷（浄水場通り）
溝１６ 鷲ヶ峰営業所前 南平・犬蔵・北部市場前
溝１７ 柿生駅前 蔵敷

市バス
溝１７ 菅生車庫 蔵敷（浄水場通り）

溝１８ 鷲ヶ峰営業所前 蔵敷
聖マリアンナ医科大学前 蔵敷・鷲ヶ峰営業所前

溝１９ 向丘遊園駅南口 おし沼・生田緑地入口
溝２１ 有馬第二団地前 新作・千年

市バス

溝２３ 梶が谷駅 新作・市民プラザ
溝２３ 市民プラザ 新作
溝２３ 井田営業所前 新作・千年
溝２５ 高田町 新作・千年
溝１５ 第三京浜入口溝１８
溝２２ 蟹ヶ谷 新作・千年 東急バス

• 市バスでは、溝口駅南口広場から発着している宮前平駅、聖マリアンナ医科
大学前、鷲ヶ峰営業所前、柿生駅前、菅生車庫、向丘遊園駅南口方面（溝15～
19）に加えて、有馬第二団地前、梶が谷駅、市民プラザ、井田営業所前、高田
町方面（溝21、溝23、溝25）も広場内の発着に変更となります
• 東急バス溝22蟹ヶ谷行きは溝口駅南口広場発着となり運行経路を一部変更し
ます（北口には行きません）。詳しくは東急バス（☎03-6412-0190）までお問
い合わせください
交通局運輸課☎200-3232、 200-3946

※各系統の乗り場については、決定後に交通局ホームページで案内します

⑤バス乗り場
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障害者福祉施設の取り組みなどを紹介する今月のふくシティは19日㈭、20日㈮に区役所ロビーで開催。出展団体は区ホームページなどでご確認ください。 区役所高齢・障害課☎861-3253

講話と個別相談を行います。2月2日㈭、
3日㈮、13時半～14時半（両日同内容）。
区役所保健ホールで。生後４～６カ月頃
の乳児と保護者（保護者のみの参加可）。
母子手帳と筆記用具持参。※要予約。

直接か電話で区役所地域支援担
当☎861-3259、 861-3307。
ゆるやか認知症介護のポイント
　認知症介護のポイントを知り、より
良い対応の仕方について学び、考え
ます。2月13日㈪13時半～15時半。
区役所保健ホールで。介護をしてい
る人や関心のある30人。 1月16
日から電話で区役所地域支援担当☎
861-3315、 861-3307。［先着順］
大山街道ふるさと館歴史探究講座
　大山街道二子・溝口宿のゆかりの
人々やその魅力などについての講演
会を開催します。2月18日㈯10時～
12時。大山街道ふるさと館で。60人。

大人の竹炭焼き教室
　森で育った竹を切り、竹炭を作りま
す。2月11日㈷9時～15時（雨天の場
合は翌日に延期）。高津区市民健康の
森（春日台公園）で。18歳以上の15
人。300円。昼食、飲み物、軍手、
タオル持参。 1月16日から電話
かFAXで区役所地域振興課☎861-
3134、 861-3103。［先着順］
認知症カフェ　みかんサロン
　認知症の人などが気軽に楽しめる
喫茶店です。福祉・介護の専門職がい
ますので、認知症に関するさまざまな
情報を知ることができ、気軽に相談も
できます。1月26日㈭、2月23日㈭、
3月23日㈭、いずれも13時半～15
時半。カフェ・ココデ（久本1-6-2）で。
認知症の人やその家族20人。 1月
16日から電話で溝口地域包括支援セ
ンター☎820-1133、 822-0500。
［先着順］。 区役所地域支援担当☎
861-3316、 861-3307。
プラザクラシックコンサート2017冬
　平日の昼間に気軽に楽しめるコン
サートです。2月23日㈭14時～15時半
（開場13時半）。市民プラザで。489
人。2,000円。出演：倉藤理大／バ
リトン、小林穂乃香／ピアノ。曲目：
ゲーテの詩による歌曲選、クライスレ
リアーナ。 1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］
フリーマーケット&教室発表会
　フリーマーケットとダンスや体操の教
室に参加している人たちの発表会を行
います。2月4日㈯10時～15時。高津
スポーツセンターで。 高津スポーツ
センター☎813-6531、 813-6532。

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

市民提案型協働事業
公開プレゼンテーション
　地域の課題解決のために市民活動
団体などが提案した協働事業を選考
する公開プレゼンテーションを行います。
2月5日㈰13時20分（開場12時50分）。
区役所5階会議室で。当日先着50人。
区役所企画課☎861-3131、

861-3103。
おやこＤＥコンサート
　「芸術村あすなろ」が「となりのトトロ」
などを演奏します。2月5日㈰10時半
～11時半。高津市民館で。0～3歳の
子どもと保護者200人。 1月22日10
時から市民館事務所前で入場整理券を
配布（1人4枚まで）。［先着順］。※整理
券は1人につき、1枚必要。 高津市
民館☎814-7603、 833-8175。

親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた！」
　0歳児を初めて育てているお母さん
のための仲間づくり・絆づくり・学びの
プログラムを行います。2月16日～3
月9日の木曜、13時45分～15時45分、
全4回。高津市民館で。受講時に月齢
2～4カ月の赤ちゃん（第1子）と母親20
組。864円（テキスト代）。 1月16
日から直接、電話、FAXで区役所地域
ケア推進担当☎861-3313、 861-
3307。［先着順］
はじめての古文書
　江戸時代の古文書の読み方を楽しく
学びます。2月17日～3月10日の金曜、
14時～16時、全4回。大山街道ふる
さと館で。40人。1,000円。 2
月3日までに往復ハガキ、FAX、ホー
ムページで〒211-0052中原区等々力
1-2市民ミュージアム☎754-4500、
754-4533。［抽選］
離乳食教室
　離乳食の始め方や進め方についての

500円。 1月16日9時半から直接、
電話、ＦＡＸで大山街道ふるさと館☎
813-4705、 814-0250。［先着順］
公開講座「10日以上の在宅避難を
実現する方法」
　集合住宅ならではの防災・減災の基
礎知識を学びます。2月5日㈰14時～
16時。高津市民館大会議室で。150人。
保育：1～4歳の5人（920円、要予約）。

1月20日10時から直接、電話、
ＦＡＸ、ホームページで高津市民館☎
814-7603、 833-8175。［先着順］
普通救命講習
　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
実習を行います。2月21日㈫13時半～
16時半。高津消防署で。30人。
2月8日9時から直接か電話で市消防
防災指導公社☎366-2475、 272-
6699。［先着順］

変更日　1月31日㈫
引き取り時間　�火曜～金曜　11時～19時�

　土曜・日曜　11時～17時
定休日　月曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

撤去された自転車などの新たな保管先
・�武蔵中原駅、武蔵新城駅、ＪＲ武蔵溝ノ口駅、東急溝
の口駅周辺の放置禁止区域内で撤去されたもの
�坂戸第三京浜高架下自転車等保管所 

（坂戸2-18-21他）☎844-6437
・�津田山駅、高津駅、久地駅、二子新地駅、梶が谷駅
周辺の放置禁止区域内で撤去されたもの、高津区内の
放置禁止区域外で撤去されたもの
��二子自転車等保管所 

（二子2-12）☎281-0504
建設緑政局自転車対策室

☎200-2303、 200-3979

　谷戸の谷底の間伐やアオキの伐
採などを行いながら、身近な森の
植生や土砂防災の役割を学びます。

日時　2月18日㈯10時～12時（荒天中止）
場所　緑ケ丘霊園
対象・定員　小学生以上の40人（小学生は保護者同伴）
講師　岸由二氏（慶応義塾大学名誉教授）

1月16日から電話かFAX（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で区役所企画課☎861-3131、 861-3103。［先着順］

日時　2月26日㈰10時半～14時半　
場所　❶高津図書館前溝口緑地　❷溝口神社（溝口2-25-1）
出店料　❶１，０００円　❷５００円　募集数　❶４５区画　❷１０区画
※いずれも１区画３．７５平方メートル、１グループ１区画のみ
※区民によるリサイクル品の販売に限ります。飲食品、酒、たばこなどは出品できません
※高校生以下は保護者同伴　※車による搬出入や開催中の駐車・駐輪は不可

2月3日（必着）までに往復ハガキの往信文章面に氏名・住所・電話番号・販売品目・出店希望場所
を、返信宛名面に住所・氏名を記入し〒213-8570高津区役所地域振興課☎861-3134、 861-
3103。［抽選］

第9号地域みまもり支援センターだより

『公園から広がる地域の輪』

区役所地域支援担当☎861-3316、 861-3307

　高津公園体操を知っていますか。「有酸素運動」「筋力トレーニング」「柔
軟運動」の運動の３大要素が含まれた体操で、区内３６カ所の公園などで
行っています。CDかカセットテープとCDラジカセがあれば始められ、
軽快な音楽と声に合わせてどなたでも気軽に行えます。
　区では健康づくり・仲間づくりを目的としたこの公園体操を、皆さん
の住まいから徒歩圏内で参加できるようにしたいと考えています。笹
の原公園での公園体操は、「地震の時に地域のつながりがないと困る」
「定期的にみんなで集まれる場がない
か」という地域の皆さんの声がきっかけで
5月から始まりました。
　区内には１５６カ所の公園があります。
皆さんも公園体操で健康づくりから地域
の輪を広げませんか。地域支援担当の
保健師が立ち上げのお手伝いをしますの
で、ぜひ気軽にお声掛けください♪

撤去自転車などの
保管先と引き取り時間を変更します

大山街道フェスタフリーマーケット参加者募集

たかつ
水と緑の探検隊


