たかつ 区 版

高津区ホームページ

http://www.city.kawasaki.jp/takatsu/ ［区版］
は区の情報を中心に掲載しています。
（平成 31）年 4月 1 日 発行
2019

ふるさとアーカイブ

4

「誇り」
製作中
の岡本太郎

（撮影時期不明）
高津が誇るカ
リスマ芸 術 家
です。

担当お気に入りの１枚

高津区統計データ（平成31年3月1日現在）

人口 ： 23万 1,784人

キラリ キラリ

世帯数：11万 1,500世帯

輝くまちを
ともにつくりましょう！

防災

平成31
（2019）
年度、区役所が区民の皆さんと一緒に

取り組む重点テーマを主な内容とともに紹介します。
区役所企画課☎861-3131

～いざというとき、地域の助け合いや
自らの力で命を守れるように～

※予 算額は1万円未満を切り上げ
万円単位で記載しています

かわさきパラムーブメント

予算額：733万円

～スポーツを通じて交ざり合い認め合う地域へ～
予算額：158万円

自分の地域の災害リスクを把握し、災害時に適切な避難行動が取れると
ともに、災害時に地域での助け合いや情報伝達が行えるよう取り組みを進
めます。また、関係機関との連携強化や避難所の環境整備など災害への備
えを進めます。

誰もが気軽に参加・体験できるスポーツやダンスを通して、お互いに
交ざり合い認め合える地域づくりを進めます。

スポーツインクルージョン縁日

マイ減災マップ作成ワークショップ

障害者スポーツを体験し、相互理解を深めます。

各家庭や地域の身近な災害リスクを見える化し、避難ルート

また、
「ダンス・ワークショップ」
を開催し、障害の有

などを地図に書きこんだりして、災害時に適切な行動を

無に関係なくダンスを楽しみ、共生意識を育みます。

取れるようにするため、
「参加者が作成し、自宅に持ち

区役所地域振興課☎861-3145

帰れる防災マップ」
を作成します。
区役所危機管理担当☎861-3146

861-3103

861-3103

861-3103

Ｎew！

Ｎew！

平成32
（2020）
年
1月19日開催予定！

たかつダンスフェスタ２０２０

土嚢ステーション

ど のう

道路冠水や床下浸水が発生するリスクが高い地域に
「土嚢

区内で活動している個人・団体が

ステーション」
を設置することで、住民が

パフォーマンスを披露します。 ダン

土嚢を迅速に入手し、応急対応できる

スに対する理解と交流を促し、自主

ようにします。平成31
（2019）
年度から

的な活動や地域活動への参加のきっ

の3年間で１
５カ所に整備する予定です。

かけをつくります。

区役所道路公園センター
☎833-1221

833-2498

地域包括ケアシステムの充実

～住み慣れた地域で
安心して暮らし続けるために～
予算額：417万円

健康寿命の延伸や生きがいづくりに力
を入れていきます。また、地域の団体や
見守り活動の支援、マンションコミュニ
ティー強化に取り組みます。

その他の取り組みの概要
取り組み

※写真はイメージ

区役所地域振興課
Jason Halayko/JDSF

☎861-3145

861-3103

Ｎew！

「つどいの場」
ガイドブック
地域で行われている健康づくりの活動や集
える場、趣味の講座が開催されている施設な
どの情報を一冊にまとめました。住み慣れた地
域で新たな活動を始めてみませんか。
区役所地域支援課
☎861-3315

861-3307

主な内容
区内の多様な音楽資源や橘地区の農地、久地円筒分水、大山街道など、さまざまな区の魅力を
生かしたまちづくりを行います。

1696万円

地域コミュニティーの活性化

町内会・自治会や市民活動団体などへの活動支援を行うとともに、地域活動・市民活動に参加する
区民の輪を広げ参加と協働によるまちづくりを推進します。

905万円

子ども・子育て支援

子育て情報の発信や、子育てグループの支援により、安心して子育てできるまちづくりを進めると
ともに、さまざまな事業を通じて子どもの成長を支援します。

378万円

地域の魅力を活用したまちづくり

安全・安心なまちづくり
環境に配慮したまちづくり
区役所サービスの向上

放置自転車減少に向けた啓発、交通事故防止や防犯の取り組みを進めます。
地球温暖化を抑制する取り組みや気候変動の影響に適応する取り組み、生物多様性保全の取り組
みを進めます。
区役所のサービスの改善・向上に取り組みます。

予算額

284万円
831万円
54万円

今月のふくシティたかつは17日㈬、18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

ここからたかつ区版です
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子ども・子育てをしっかりサポートします！
親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた！」

転入者子育て交流会～ホッとこそだてinたかつ～

赤ちゃんとの関わり方などについての話を聞

地域を知り、子育ての輪を広げましょ
❶5月27日㈪❷5月30日㈭❸6月

き、同じ月齢の赤ちゃんがいるお母さん同士で意

う。

見交換・交流もしてみませんか。

6日㈭、いずれも10時～11時半

5月14日～6

月4日の火曜、13時半～15時半、全４回
所保健ホール
代）

どもと保護者、❷は1歳～2歳11カ月の

受講時におおむね2～4カ月の第

1子の赤ちゃんと母親20組

子どもと保護者、各回25組

1,080円
（テキスト

日を記入）
で区役所地域ケア推進課☎861-3313

メニューを作ります。
9時半～13時

区役所3階栄養室
500円程

離乳食の始め方や進め方につい
ての講話と個別相談。

5月10日

㈮、27日 ㈪、13時45分 ～15時
区役所保健ホール

生後4～6カ月

度
（食材費）
。 持ち物：エプロン・三角

ごろの乳児と保護者
（大人のみの参

巾・布巾・ハンドタオル・筆記用具

加可）
。持ち物：母子健康手帳、筆記

開催日前日までに直接か電話で区役

用具

所地域支援課☎861-3259

区役所地域支援課☎861-3259

861-

3307［事前申込制］

開催日までに直接か電話で

5月9日㈭10時15分～11時15分

対象に、虫歯予防と歯みがきの進め

所2階歯科室

1歳3カ月未満の

方の講座、 個別の歯みがき実習を

子ども30人。 持ち物：母子健康

行います。

手帳

4月19日から直接か電

11時半
（受付時間は9時半～9時45

話で区 役 所 地 域 支 援 課 ☎861-

分、10時 半 ～10時45分 のいず れ

3259

か） 区役所2階歯科室

861-3307［先着順］

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

高津市民館

高津市民館☎814-7603

大きな部屋を開放して、ママや子どもた

めましょう。

10日からの毎月第２金曜
（８月を除く）
、10

津スポーツセンター☎813-6531

813-6532

人

区のお知らせ

高

時～11時半

プラザ橘

788-1531

800円

と 館 ☎813-4705

712-0034［先

着順］

5月26日㈰10時 ～15時

ビッグバンドを編成し、ステージ演
市民

40店舗程度。 ※業者の出

店不可。 高校生以下は保護者同伴
4月26日
（必 着）まで

に当日の参加人数、車の有無
（1団体

奏を行います。

5月8日、15日、6

月5日、19日、7月3日、17日、31日、
8月21日、9月4日 の 水 曜、19時 ～
21時。9月7日㈯13時～21時。全10
回

市民プラザ練習室他

０歳からの子育て

交換しませんか。

5月21日～6月18日の火曜と6

月16日㈰、１０時～12時、全６回

プラザ橘

30年

４月2日～４月1日生まれの子どもと保護者20組
（保育
ボランティアが同室で見守りサポートします）

４月

16日10時から直接、電話、FAXでプラザ橘☎7881531

788-5263［先着順］

「久地円筒分水」
美化活動体験
日常の清掃活動を行っているボランティア

一緒にお掃除して
みませんか

団体
「久地円筒分水サポートクラブ」
による施

Ｉ
・Ｂ・Ａ ＢＩＧ ＢＡＮＤ道場
フリーマーケット出店者募集

プラザ橘☎

788-5263

４月15日9時半から

5月

0歳～就学前の子

どもと保護者、当日先着50組

直接、電話、FAXで大山街道ふるさ

申し込み方法は市版5面参照

区内在住で30

０歳からの子育てについて学びながら、楽しく情報

ちが、楽しく過ごすフリースペース。

600円

861-3307

［先着順］

5月

833-8175［先着順］

びながら子どもの想像力を生かして親子の絆を深

1歳～就園前の子どもと保護者

域支援課☎861-3259

4月25日10時から直接、電話、ＦＡＸで

子育てひろば

分
（祝日と休館日を除く） 高津スポーツセンター

4カ月～1

4月15日から直接か電話で区役所地

1,000円

861-3307［事前申込制］

毎週月曜、10時55分～11時55

5月7日㈫、9時 半～

年10月1日～4月1日生まれの子どもと保護者20組

開催日前日までに直接か電話で区役所

道具を使ったり、体を動かしたりして楽しく遊

1,500円

区役

15日 ㈬、9時 ～10時 半

10時～12時、全10回

親子で一緒にふれあい遊び

プラザ

歯の生え始めの子どもの保護者を

23日～7月25日の 木 曜
（7月4日を除く）
と7月5日㈮、

1歳半～2歳ごろの子どもと保護者。

地域支援課☎861-3259

5月

子どもの発達など子育てについて学びます。

区

持ち物：母子健康手帳、筆記用具、飲み物
（水やお茶）
、
お手ふき

歯科相談も行います。

赤ちゃんのことを知ろう はじめての子育て

幼児期の食生活についての講話、おやつの試食、
役所保健ホール

はじめての歯みがき教室

861-3307［事前申込制］

幼児食教室
個別相談。

861-3307 ［先着順］

１歳児歯科健診

離乳食教室

5月27日㈪

妊娠32週までの妊婦

携☎861-3340

861-3307［先着順］

マタニティー料理教室

4月15

日9時から開催日の前日までに直接か電話で区役所保育所等・地域連

4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

妊娠期の栄養・食生活に配慮した

❶❸は11カ月までの子

所保健ホール

区役

区役

18歳以上

設の解説もあります。
日時 5月12日㈰９時半～11時
※雨天の場合は19日㈰に延期
場所 久地円筒分水広場
5月10日までに直接、電話、ＦＡＸ
（氏名、住所、電話番号を記入）
で
区役所地域振興課☎861-3144

861-3103［事前申込制］

1台）
、販売品目
（食品不可）
も記入し

で対象楽器を持つ人※対象楽器：
トロ

谷・滝と湧き水の等々力渓谷も散策し

往復ハガキで〒213-0014高津区新

ンボーン
（テナー／バス）
、トランペット、

ます。

作1-19-1市民プラザ☎888-3131

パーカッション、ドラム。定員は対象

ごろ
（雨天振り替え：5月22日㈬） 武

種植えから収穫まで楽しみながら野

888-3138［抽選］

楽器により異なります

蔵溝ノ口駅改札前集合
（解散は大井町

菜を育ててみませんか。収穫した季節

線等々力駅） 介助なしで歩ける市内

の野菜をお持ち帰りできます。

在住60歳以上20人。持ち物：昼食・飲

～10月の第3木曜、９時～12時、全

み物・帽子・雨具・筆記用具

6回

25,000円

４月19日までに電話で市民プラザ
☎888-3131

888-3138［選 考］※

詳細はお問い合わせください。

ふるさとまち歩き講座
区内各地を歩き、歴史的建造物や
遺跡などを基に高津の歴史をひもとく
講座です。今回は子母口・千年を歩き
ます。
時

5月11日 ㈯、12時 半 ～16

武蔵溝ノ口駅改札口前集合

25

春のウオーキング
五島美術館の美しい庭園を巡り、
野毛に残る古墳群を見学。 緑深い渓

5月15日㈬9時半～15時半

交通費実

動靴でお越しください。
菜園体験教室

5月

高津区市民健康の森
（春日台公

費、五島美術館入園料
（300円）
。ガ

園） 全回参加できる18歳以上10人。

イド：高津シルバーガイドの会

持ち物：飲料水、軍手、タオル、帽子、

4月

24日から本人が直接、 高津老人福

長靴

祉・地域交流センター☎853-1722

接か電話で区役所地域振興課☎861-

853-1729［先着順］
※履き慣れた運

3134

偶数月の第３日曜はファーマーズマーケット
「高津さんの市」。 今月は4月21日9時半から久本薬医門公園で開催します。  さんの市

検索

2,000円

４月15日から直

861-3103［先着順］
区役所地域振興課☎861-3133

