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昭和22年
冬の

子どもたち
　久末で霜よ
けのために畑
に竹を差して
います。

ふるさとアーカイブ

担当お気に入りの１枚

　市では、誰もが住み慣れた地域や自分の望む場で安心して暮らし続けることができるしくみづくり（地域包括ケアシス
テムの構築）を進めています。そのためには、地域の皆さんのつながりが深まり、自主的な「支え合い・助け合い」の活動
が活発化し、その輪が広がっていくことが大切です。区内で既に行われている「つながりづくり」の活動などを紹介します。

区役所地域ケア推進課☎861-3313 861-3307

　同マンション敷地内
で紙の燃えかすが発見
されたことが契機とな
り、 住民の防犯意識
が高まりました。防犯
カメラの設置や「防災・
防犯委員会」設立の取
り組みを進め、防災に
関する「梶ヶ谷グリーン
ヒル災害対策本部」を組織化。入居者全員に活動班への参
加を呼びかけました。防災マニュアルや安否確認シールと不
在連絡届の作成を行い、全戸に配布しました。

入居者に配布している
マニュアルなど

「梶ヶ谷グリーンヒル」

マンションにおける
つながりづくり講演会・交流会
～もっと安心、シニアライフのすすめ～

　高齢になっても住み慣れ
たマンションで生き生きと暮
らすために、マンション住
民ができることを伝えます。
日時　2月8日㈯
　　　14時～16時
場所　区役所第１会議室
対象・定員　区内マンション居住者50人

12月16日９時から直接、電話、FAX、区HPで区役所
地域ケア推進課☎861-3313 861-3307 ［先着順］

地域福祉懇談会　人生100年時代
～自分がやりたいこと、『地域』で
始められることを考える～
　これから長い時間を過ごす地元でいかに楽しみながら健康
的に暮らしていくか。講師の話を聞きながら、自分が楽しめる
こと、やりたいことを見つけてみませんか。参加者同士の意
見交換の時間も。溝口、久地、宇奈根地区を中心に話します。
日時　❶１月21日㈫❷29日㈬❸２月12日㈬、❶❷13時半
～15時半❸14時～16時、全3回
場所　❶❷くじいこいの家、❸大山街道ふるさと館
定員　区内在住の30人

12月16日９時から電話かFAXで区社会福祉協議会☎
812-5500 812-3549 [先着順]

高齢者見守りネットワーク講演会
「日頃からつくろう、ネットワーク～災害時の目線から～」
　災害に備え今から何ができるのか、自分たちの“地域のみまもり”についてみんなで考えてみませんか。日時　１月17日㈮13時半～15時40分　定員　100人場所　区役所第１・２会議室　講師　二宮雄岳氏12月16日から電話かFAXで区役所地域支援課☎861-3315 861-3307 ［先着順］

　区全体で地域コミュニティの向上、支えあいの地域づ
くりにつながるような活動事例を募集しています。住民
同士やマンションと地域とのつながり、取り組みなどを
ぜひご紹介ください。

区役所地域ケア推進課☎861-3313 861-3307

「マンション事例募集！」
あなたのマンションの活動を紹介！

地域で考えよう
マンションで考えよう

活動事例❶ 活動事例❷

「人生100年会
～地域から生まれる
すてきな仲間～」
　二子・諏訪地区で気軽に楽
しく語り合う会を開催していま
す。お茶を飲みながらのおしゃ
べりや、合唱、体を動かす時
間は笑顔でいっぱいです。
　この会は、地域課題を住民
で一緒に考える「地域福祉懇談
会」がきっかけとなり結成されま
した。リラックスした雰囲気の
中、人生100年時代を仲間と
楽しく過ごすことのできる場と
なっています。 代表　山本 美代子さん

　優しい仲間が待っていま
す。 歌っておしゃべりして、
踊りも楽しみましょう。1人で
も大丈夫なので、皆さまもど
うぞ来てください。

たかつの輪つながり　ひろがれ 



偶数月の第３日曜は高津さんの市です。今月は15日に久本薬医門公園で開催します。 区役所地域振興課☎861-3133 861-3103
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イベント
たかつde雪遊び！ 親子そり体験

　暖かい服、スノーブーツ持参。
12月26日㈭、27日㈮、９時～10時
25分、10時半～11時55分 スノー
ヴァ溝の口―Ｒ246（下作延5-28-1）

４歳児～小学生と保護者各35組
1,000円（追加１人500円） 12月16
日13時から電話かFAXで高津総合型
スポーツクラブSELF☎833-2555
833-3006 ［先着順］ 区役所地域振
興課☎861-3145 861-3103
［高津学］体験談から学ぶ災害への備え
　区にも大きな被害をもたらした台
風19号の実体験を聞き、災害対応に
ついてみんなで考えます。 １月22
日㈬13時半～15時 区役所第２・３
会議室 60人 12月16日から電
話、FAXで区役所地域振興課☎861-
3133 861-3103 ［先着順］
たかつサロンDEコンサート

　出演：M
マ チ ゴ

achigo（フルートアンサンブ
ル） 12月15日㈰12時10分～12時
45分 高津市民館談話コーナー 同
館☎814-7603 833-8175
ホールDEコンサート

　バラエティーに富んだ生演奏を一
度に聞けます。 １月12日㈰13時
半～15時半 高津市民館大ホール

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

小学生以上600人 12月20日10
時から同館事務所前で整理券配布（1
人３枚まで）。［先着順］ 同館☎814-
7603 833-8175
新春☆百人一首大会inプラザ橘

　 １月19日㈰９時半～15時 プラ
ザ橘第３・４学習室 小学生以上12組

（３人1組） １月４日までにプラザ
橘、高津市民館などで配布中の申込
用紙を直接、FAX、郵送で〒213-0026
高津区久末2012-1プラザ橘☎788-
1531 788-5263 ［抽選］
親子で楽しくハワイアンリトミック

　ウクレレの演奏やハワイアンミュー
ジックに合わせて体を動かします。
２月２日㈰10時半～12時 区役所
会議室 ２歳～就学前の親子15組

12月16日９時から直接、電話、
FAXで区役所地域ケア推進課☎861-
3313 861-3307 ［先着順］

大山街道ふるさと館企画展「昭和初期の二子・
溝口－岡本かの子・濱田庄司とふるさと高津－」

　高津で育った２人の文化人と地域と
の関わりを探ります。 12月26日ま
で、10時～17時 大山街道ふる
さと館☎813-4705 712-0034
ぷらり寄席

　古典、新作を織り交ぜたアマチュア
落語。 12月15日㈰13時～15時半

（入場整理券配布12時） 市民プラ
ザ会議室209～211 当日先着100
人 市民プラザ ☎888-3131
888-3138

講座
生涯学習支援事業「まるごと出張記念館」　　　

　小黒恵子童謡記念館で行っている
音楽イベントの一部を体験します。
12月19日㈭18時半～20時（開場18
時） 高津市民館第１音楽室 当日先
着40人（０歳児同伴可） 同館☎814-
7603 833-8175
選択肢いろいろ　市民活動を知ろう　　　

　活動事例を幅広く紹介。実践者と
の交流も。 １月16日～３月12日の
木曜（3月5日を除く）、14時～16時
半、全８回 高津市民館 おおむね
50歳以上30人 12月19日10時
から直接、電話、FAXで同館☎814-
7603 833-8175 ［先着順］
脱！モヤモヤ宣言～若者応援プロジェクト　

　仕事において抱えるモヤモヤを解決

しませんか。 １月24日～２月21日
の金曜、18時半～20時半、全５回
高津市民館 18～39歳の20人(新社
会人、就職を希望している人歓迎)

12月19日13時から直接、電話、
FAX、区HPで同館☎814-7603
833-8175 ［先着順］
ＫＩＤ‘Ｓバスケットボール 　　　

　 毎週火曜(祝日・休館日を除く)、16
時半～17時20分 高津スポーツセン
ター大体育室 小学生 500円 同
センター☎813-6531 813-6532
普通救命講習Ⅰ 　　　

　心肺蘇生法や、ＡＥＤの取り扱い方
法などの講義と実習。 １月17日㈮
９時～12時 高津消防署 30人
800円 12月20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］

日時 場所 対象など

マタニティ
料理教室

1月8日㈬
9時半～13時

区役所
栄養室

妊娠32週までの人。食
材費として500円程
度。エプロン、三角巾、
布巾、ハンドタオル、
筆記用具持参。

開催日前日ま
でに直接か電
話で。

［事前申込制］

離乳食
教室

1月10日㈮、21日㈫
13時45分～15時

(両日同内容)

区役所
保健

ホール

4～6カ月頃の乳児と保
護者(大人のみの参加も
可)。母子健康手帳、筆
記用具持参

開催日までに
直接か電話で。 

［事前申込制］

幼児食
教室

1月9日㈭
10時15分～11時15分

区役所
保健

ホール

１歳半～２歳頃の幼児
と保護者。母子手帳、
筆記用具、飲み物、お
手ふき持参

開催日までに
直接か電話で。 

［事前申込制］

はじめて
の歯みが
き教室

1月7日㈫
❶９時半～
❷10時半～

区役所
歯科室

４カ月～１歳未満の歯
が生えた乳幼児と保護
者各30組。母子健康手
帳、歯ブラシ持参

12月16日から
直接か電話で。

［先着順］

１歳児
歯科健診

1月15日㈬
９時～10時半

区役所
保健

ホール

１歳３カ月未満の幼児
30人。母子健康手帳持
参

12月20日から
直接か電話で。

［先着順］

区役所地域支援課
☎861-3259 861-3307教室・健診案内地域みまもり

支援センター

まちづくりカフェたかつ かわさき子どもの権利の日のつどい
～子ども夢フェスタ～

地域の防災訓練情報

令和2年度　花コンサート出演者募集

令和２年高津区消防出初式

　　　　日時　１月18日㈯14時半～16時半
テーマ　“ワタシ”のコミュニティの枠を越えよう～ヒ
トとの繋がりが、これからの暮らしを豊かにする～　
ゲスト　株式会社はじまり商店街
　　　  代表取締役　くまがい けんすけ氏
　　　　日時　２月15日㈯14時半～16時半
テーマ　「あったらいいな」と「やってみたい」を互いに持ち寄るまちづくり
ゲスト　認定NPO法人こまちぷらす　大塚 朋子氏
　　　　日時　３月14日㈯14時半～16時半
テーマ　コミュニティを通じて変化した街への愛着
ゲスト　こすぎの大学　岡本 克彦（オカポン）氏
　いずれも場所はn

の く ち か

okutica（下作延１－１－７）、定員は10人
　詳細は

12月17日から区HPで区役所企画課☎861-3131 861-3103 ［先着順］

　子どもが自分らしく生き生きと安心して過ごせるよう、一緒に
考えてみませんか。ステージでは桜井純恵さんの出演も。
日時　12月22日㈰12時15分～16時　場所　高津市民館
　　　　　日時　12時15分～13時45分（開場12時）
　　　　　場所　高津市民館大会議室　定員　当日先着200人
・出張ミニ夢パーク　・高津区子ども会議　・ダンスワークショップなど

こども未来局青少年支援室☎200-2344 200-3931

　音楽を気軽に楽しんでもらえるよう、区役所などで昼休みに開催するロ
ビーコンサートの出演者を募集します。

１月28日（必着）までに、区役所・市民館などで配布中の応募用紙に必
要事項を記入し、音源を添えて直接か郵送で〒213-8570区役所地域振興課

「花コンサート出演者募集」係☎861-3133 861-3103 ［選考］
※応募用紙は区HPからもダウンロードできます　分列行進、一斉放水、カラーガード隊の演技など。

日時　１月13日㈷12時半～13時45分
場所　かながわサイエンスパーク（坂戸3-2-1）

高津消防署☎811-0119 812-6544

区役所地域振興課☎861-3133 861-3103

日時　12月17日㈫12時～12時40分　場所　区役所１階ロビー
出演　金持 亜実（ソプラノ）、筒井 紀貴（ピアノ）
曲目　待雪草/ロベルト・シューマン
　　　 しとやかな蓮の花/クララ・シューマン

第214回
金持 亜実 筒井 紀貴

桜井 純恵

検索まちづくりカフェたかつ

日程 時間 自主防災組織名 場所
12月15日㈰ ９時～10時半 久末谷中自治会 久末谷中住宅プレイロット
12月15日㈰ 10時～11時半 溝口南町会 溝口北公園
12月15日㈰ 10時～12時 溝口第二町会 溝口第二町会会館（溝口4-15-12）

Vol.2

ステージ
イベントVol.3

Vol.4

お待たせしました
今年もやります！！

区役所危機管理担当☎861-3148 861-3103
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