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ふるさとアーカイブ

7

区民祭バトンパレード
（年代不明）

区民祭で行われたパレードの様子です。大
山街道で毎年パレードが行われ、ことしもみ
こしかつぎなどが行われます。

高津区統計データ（平成29年6月1日現在）

人口 ： 23万 518人

世帯数 ：11万 259世帯

高津の
夏の風物
詩！

第44回 高津区民祭
日時 7月30日㈰ 場所 大山街道と周辺施設

内容 市消防音楽隊や地元の小学生らによる音楽演奏、連合町内会
が参加する伝統の
「納太刀
（おさめだち）
」
の披露など多くの団体による
パレード、各種展示ブース、屋台の出店など
時間 13時半～19時半
（※荒天中止）
高津区民祭実行委員会事務局☎844-7778

古着・小型家電回収

050-3737-4901

大山街道アクションフォーラム

着なくなった衣類や不要な小

大山街道活性化の取り組み紹

型家電を回収します。

介、あゆの絵付けワークショップを

場所 高津図書館前ブース

当日先着50人で行います。

時間 10時～15時半

場所 岩崎酒店(溝口３-１１-１５)前
時間 13時半～16時半

（雨天決行）
宮前生活環境事業所
☎866-9131

区役所地域振興課☎861‐3134

857-7045

タカスポ祭り
場所 高津スポーツセンター

橘地区の
夏
の一大イ
第38回
ベント！
橘ふるさと祭り
日時 ８月６日㈰9時半～

861‐3103

17時15分
場所 市民プラザ

区民祭
と
同日開催
！

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）
、

内容 地域の皆さんの発表、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

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
区役所橘出張所☎777-2355

813-6532

777-4299

が簡単で誰もが気軽に楽しむことができます。未経験者

第10回 高津老人福祉・
地域交流センターまつり

もぜひご参加ください。

日時 7月26日㈬10時～14時

時間 ９時～11時 場所 高津スポーツセンター

場所 高津老人福祉・地域交流センター

募集内容 小学生の部、一般の部 各８チーム
（競技は3人制で1チーム6人以内）

内容 高津さんの市
（野菜販売）
、パン・お菓子の販売、スーパー

費用 1人100円 持ち物 体育館履き

ボールすくい、作って遊ぼうコーナー、キャンディレイ作り、フ

ユニカール大会
体育館で行うカーリングのようなスポーツで、ルール

７月20日17時までに電話かFAXで
（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）
区役所地域振興課 ☎861-3145

る
市長と語

日時 ７月25日㈫12時～12時40分
場所 区役所１階ロビー
出演 由井平太
（サクソフォン）

作曲 リベルタンゴ／アストル・ピア

ラダンス、だれでもヨガ
高津老人福祉・地域交流センター☎853-1722

853-1729

区民車座集会～傍聴者募集～

「高津区の魅力 再発見！」
をテーマに、多摩川を中心としたエリア

渡辺啓介
（ピアノ）
曲目 チャルダッシュ／ヴィットリオ・モンティ

861-3103
［抽選］

で活動する団体が市長と意見交換を行います。
由井平太

日時 7月25日㈫15時~17時
（開場14時半） 傍聴 50人
場所 カタリストＢＡ
（東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ8階）

ソラ作曲

※保育、手話通訳あり
（事前申し込み制）
。詳細は問い合わせるか市HPをご覧ください。また、
当日の様子はインターネットで動画配信します。市HP
「市長の部屋」
からアクセスしてください。

第190回

7月10日から21日までに電話かFAXでサンキューコールかわさき☎200-3939
渡辺啓介

区役所地域振興課☎861-3134 861-3103

3900。
［先着順］ 区役所企画課☎861-3131

今月は
「心とからだの健康づくり月間」
です。暑い夏に負けないために水分補給はこまめにしてください。

200-

861-3103

編集：高津区役所企画課
（☎861-3131

861-3103）

ここからたかつ区版です
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夏 の
オペラ「泣いた赤鬼」
家族全員で楽しめるオペラです。
9月2日㈯❶11時半～12時半❷14

7月1日号
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イ ベ ン ト 特

歳児～小学6年生と保護者。 当日先

10時 ～11時25分

着

口-R246

区役所橘出張所☎777-2355

集

スノーヴァ溝 の

4歳児〜小学6年生と保

護者各回30組

777-4299。

02

暖化防止活動推進センター☎8131313

1組2人1,000円、追

330-0319。
［抽選］

加1人につき500円。暖かい服装、ス

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によるコ

ノーブーツ、手袋を必ずお持ちくださ

ンサートです。 ８月５日㈯午前の部：

竹を使用

い ７月20日17時までに電話かFAX

11時 ～12時、 午 後 の 部：13時 半 ～

7月18日から直接、文教堂書店
（溝ノ

した食器作

で高津総合型スポーツクラブSELF☎

14時半

口本店、溝ノ口駅前店）
［先着順］ 区

り、 竹 の 流

833-2555

室

役所地域振興課☎861-3134

しそうめん、

役所地域振興課☎861-3145

森の自然散

3103。

時～15時
（各公演30分前に開場） 高
津市民館大ホール

500人

中学生

以上1,000円、小学生以下100円

861-

3103。

たかつde森遊び！
親子デイキャンプ体験

策などを行います。 ８月26日㈯９時

833-3006。
［抽 選］ 区
861-

ねん1くみシリーズ」
「のりやすくんの火

の森
（春日台公園） 小学生以上と保

区役所の環境対策

の用心」
「花いっぱいになあれ」
などの

護者20組 １組２人1,000円、追加１

を巡るツアー、ソー

中から３本程度映画を上映します。

人につき500円 ８月10日17時まで

ラークッカーの工作を通じて環境学

7月25日㈫❶10時～❷13時～❸16

に電話かFAXで高津総合型スポーツク

習を行います。

時～
（各回1時間半程度） ❶橘出張

ラブSELF☎833-2555 833-3006。

～16時

3・養 福 寺 バス停 徒 歩3
分）
❸プラザ橘

3145 861-3103。

❶100

たかつde雪遊び！親子そり体験
８月５日㈯❶８時半～９時55分❷

人❷100人❸120人。３

申し込み方法は市版5面参照

帳・筆記用具

開催日ま

コミュニティー活性化に向けた調査
分譲マンションを対象に、マンショ
ン内や周辺地域とのコミュニティー活
性化に向けたアンケート調査を実施し
ます。７月中旬以降、 区内分譲マン
ションの管理組合あてアンケート票を
郵送します。ご協力よろしくお願いし
区役所地域ケア推進担当☎
861-3307。

861-

3307。
・
I B・A BIG BAND道場
伊波秀進氏を講師に迎えBIG ＢＡＮ
Ｄを編成し、ステージ演奏を行います。
詳細はお問い合わせください。 ８月
9日㈬、30日㈬、９月6日㈬、９日㈯、
19時～21時、全４回
象楽器を持つ30人
室他

10,000円

18歳以上で対
市民プラザ練習
７月８日～25日

までに電話で川崎市民プラザ☎8883131 888-3138。
［選考］
市民エンパワーメント研修
「遊び」の達人養成講座

普通救命講習会
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。 ８月11日㈷９時
～12時

高津消防署

30人

800

円。 終了後に修了証が交付されます
７月28日から電話かFAXで市消
防防災指導公社☎366-2475
（９時～
16時半） 272-6699。
［先着順］
初心者大歓迎☆男性料理教室
簡単なのにおいしいレシピ
トについて学べます。 ８月３
日㈭、25日㈮、９月15日㈮、
９時 半 ～13時、 全3回
男性15人

区

区内在住で50歳以上の
500円程度

７月18日

から直接、電話、FAXで区役所地域
支援担当☎861-3259

861-3307。

［先着順］
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１日㈫、31

日㈭、13時45分～15時
健ホール

小学3

ストラップの手作り体験、 バルー
ンアートなどで楽しめます。
日㈯11時半～13時半

年 生 以 上の20人
（保 護 者 同 伴 可）

11階談話コーナー

300円

は材料費あり

7月15日までに直接、HP

で〒213-0001溝口1-4-1ノクティ2-

7603

８月５

高津市民館
体験コーナー

高津市民館☎814-

833-8175。

11F（高津市民館内）川崎市地球温

バルーンアートの作り方を学び、イ
ベントボランティアとして活動します。
8月5日〜12月2日の主に土曜、10
時 〜12時、全7回
習室他

高津市民館実

受講後高津市民館でイベン

トボランティアとして活動できる20人
2,000円

７月15日10時から直

接、電話、FAXで高津市民館☎8147603

全８回の日程で赤坂御門から大山山頂までの大
山街道を巡るウオークイベントを行います。 参加

者には事前説明会を開催します。
日時 下表参照 対象・定員 原則として全回参
加できる15人
（１日に４～５時間、10～15km歩

ける人） 費用 一般：12,000円、会員：8,000円
（保険料含む。資料代1,000円は別途）
持物 弁当、飲み物、雨具、タオルなど
８月14日
（消印有効）
までに往復ハガキに
「大山街道を歩く」
、郵

便番号、住所、氏名
（ふりがな）
、年齢、電話・FAX番号、返信面に
宛名を記入し、〒216-8570宮前区役所地域振興課
（宮前区観光協
［抽選］
会事務局）
☎856-3135 856-3280
回数
日時
コース案
回数
日時
コース案
１ 9月27日㈬ 赤坂御門～用賀 ５ 30年1月31日㈬ 鶴間～海老名
２ 10月25日㈬ 用賀～鷺沼

６

2月28日㈬

海老名～
愛甲石田

３ 11月30日㈭ 鷺沼～青葉台

７

3月28日㈬

愛甲石田～
追分

４ 12月27日㈬ 青葉台～鶴間

８

5月 9日㈬

伊勢原～
大山山頂

※各回とも時間は9時半～16時、現地集合、現地解散、荒天延期
※希望者のみ、番外編として30年４月25日㈬に本厚木～津久井湖を歩き
ます
（参加費別途）

833-8175。
［先着順］

第3号

や、健康的な食生活のポイン

役所栄養室

高津市民館改築移転２０周年記念
「ふらっと縁日」

７月28日㈮13時半

区役所第1会議室

788-5263。

「大山街道を歩く」
参加者募集

でに直接か電話で区役所
地域支援担当 ☎861-3259

861-3313

橘☎788-1531

保 護 者。 持ち物：母 子 手

区のお知らせ

ます。

小学生以上
（各回１２０人） ７月22日
布。1人４枚まで。
［先着順］ プラザ

エコシティホールツアー＆
自然エネルギー体験工作教室

～15時
（荒天中止） 高津区市民健康

［抽選］ 区 役 所地 域 振興 課 ☎861-

午前の部：０歳以上、 午後の部：

１０時からプラザ橘窓口でチケット配

夏休み子ども映画会
区内３つの会場で
「忍たま乱太郎」
「1

所❷悠友館
（新 作1-17-

プラザ橘２階第３
・第４学習

区役所保

生後４～６カ月頃の乳児と

みんなで取り組む健康体操・公園体操～いつまでも健康で暮らすために～
ヘルスパートナー高津
（高津区運動普及推進会）
主な活動場所 地域の公園、
高津スポーツセンター、市民

プラザ、各地区いこいの家、
シルバーハウジング、 地域

包括支援センター他
活動時間 活 動 場 所 によっ
て異なりますのでお問い合わせください
活動内容 スポーツ・レクリエーション
年会費 1,000円
区役所地域支援担当☎861-3315 861-3307

ヘルスパートナー高津
（高津区運動普及推進会）
は、
運動を中心とした活動を地域で展開する健康づくりの
ボランティアです。 会員は70人を超え、それぞれの
グループで担当地域の健康増進に尽力しています。

また、区役所などと連携しながら介護予防教室や認
知症予防教室などで体操の指導を行っているほか、
区オリジナルの高津公園体操の普及に力を入れ、区
民の皆さんの健康づくりだけでなく、体操を通じた顔
の見える関係づくりにも取り組んでいます。 体操は誰
でも自由に参加することができますので、皆さんもお
気軽にご参加ください。

今 月 の ふくシティたかつは 1 3 日 ㈭ 、1 4 日 ㈮に区 役 所ロビ ー で 開 催 。出 展 団 体 は 区 H P でご 確 認ください 。 区 役 所 高 齢・障 害 課 ☎ 8 6 1 - 3 2 5 2

