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高津区統計データ （令和3年10月1日時点） 人口 ： 23万4,706人 世帯数：11万4,837世帯

　今後も地域課題解決のため
多様な主体の連携を進めます

溝口駅前清掃奉仕

ふるさとアーカイブ

　地域における課題の解決や
つながりづくりのために、区
内にある多様な主体がそれぞ
れの強みを生かして連携を始
めています。その一部を紹介
します。

区役所企画課☎044-861-
3131 044-861-3103

高津区は令和４年に区制50周年を迎えます

ふるさと
アーカイブ

HP

タカツで
いろいろ始まっています

♦♦×■■＝！

●●×▲▲＝？

さまざまな
まちづくりの取り組みを
連携して進めます

健康づくり 脱炭素アクション 区役所にも
フロンターレが…！？

　高津公園体操の普及促進
の取り組みを連携して進める
ほか、健康づくりレシピを連
携して作ります。

　「環境配慮型ライフスタイル
への行動変容」を進めるため、
広報・啓発を連携して実施しま
す。

　区役所市民ホールの写真撮
影コーナーに、川崎フロンター
レを身近に感じられるパネル
などを設置する取り組みを行
います。

　川崎フロンターレと高津区は
SDGｓの達成と魅力あるまちづくり
に向けて連携・協力するために10
月1日に協定を締結しました。

　無印良品ノクティプラザ溝の口店の防災コーナーでは市が発行し
ているハザードマップや防災に関するお知らせを配布しているほか、
アプリ内の店舗ブログでも区の防災に関する情報を発信しています。

　道路を挟んで向かい合っている（株）富士通ゼネラルと市立末長小
学校では、社員による出張授業や会社敷地を使用した寺子屋事業、
事業所内社会科見学などさまざまな分野で連携した取り組みを行っ
ています。

　脱炭素モデル地区の中で企業や市民活動団体、行政が連携し、
ひとりひとりの脱炭素アクションつながる新たな取り組みを検討・推進
していきます。

協定締結式の様子

川崎フロンターレ
マスコット　カブレラ

アプリ
MUJI passportの

ダウンロード

当日の様子は
こちらから
（区HP）

会社・学校の窓からメッセージを送り合いました

高津区

高津区川崎フロンターレ

無印
良品

企業 市民
活動 行政

㈱富士通
ゼネラル 小学校

環境で
連携

教育で
連携防災で

連携

エアコンの効果的な使い
方に関する出張授業を実
施しました
本授業はスマートライフ
スタイル大賞奨励賞を受
賞しました

連携テーマ（例）
・食品ロスの削減　
・プラスチック廃棄物の削減
・子どもの体験学習

参加団体はこちらから
（脱炭素アクションみ
ぞのくち特設サイト）

NEW!



新型コロナウイルス感染症の影響で講座やイベントが中止になる可能性があります。詳細は各問い合わせ先まで。
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　川崎ブレイブサンダースの
ホームゲーム、群馬クレインサ
ンダーズ戦に招待します。
日時　12月15日㈬
　　　19時5分開始
対象・定員　区内在住の20人
場所　とどろきアリーナ
11月25日までにLINE

　�かWebフォームで川崎ブレイブサンダース［抽選］
区役所地域振興課☎044-861-3145 044-861-

3103

　スマホ・タブレット・パソコンの困りごとについて、個別相談ができます。
日時　�11月4日～3月31日の原則木曜、13時～16時（1人30分）
　　　※�詳細はお問い合わせください　
場所　�高津老人福祉・地域交流センター　
対象・定員　市内在住60歳以上（各開催日6人）

各相談日の週初め月曜9時から直接か電話で同センター
☎044-853-1722 044-853-1729�［先着順］

　地域でまちづくりを始めるきっかけとしてプロジェクトづくりを進めま
す。まちづくり活動を実践したい人、お待ちしています。
日時　11月25日 ㈭、12月9日 ㈭、2月26日 ㈯、
19時～21時（2月26日は午後、時間未定）、全３回　
場所　BOIL（高津駅より徒歩4分、武蔵溝ノ口駅・
溝の口駅より徒歩7分）　定員　20人

11月17日までに区ＨＰかメールで区役所企画課
☎044-861-3131 044-861-3103 67kikaku　
@city.kawasaki.jp（定員を超えた場合は区内在住、在勤、
在学の人を優先し、抽選を行います）

　高津区区制50周年を記念したロゴマークとPR動画を
制作するため、区で活躍する若い人たちが運営の中心
となり、ワークショップ型プロジェクトを開催します。
日時　11月24日㈬、12月1日㈬、19時～21時、
全2回　
開催方法　オンライン開催(オンラインの環境が
整っていない人は申込時にお知らせください)
対象・定員　区民100人
11月16日までに区HPかメールで区役所企画課☎044-861-

3131 044-861-3103 67kikaku@city.kawasaki.jp�［先着順］

　高津公園体操制作者による高津公園体操の体
験とみんなでできる体操の紹介を行います。
講師　健康運動指導士　中西一弘氏
日時　12月13日㈪10時～12時　
場所　区役所5階第1第2会議室
対象　区内在住40人

11月22日～12月10日に電話か市版6面
の必要事項を記入しＦＡＸで区役所地域支援課☎
044-861-3315 044-861-3307�［先着順］

日時　１１月２７日㈯１０時～１２時　※雨天の場合は１２月４日㈯に延期
場所　市民健康の森（春日台公園）　　
対象・定員　3歳以上の子どもと保護者３０人　費用　1人300円　

11月15日（必着）までに往復ハガキ（１通で１家族）の往信文章面に全
員の住所、氏名、メールアドレス、電話番号を、返信宛名面に代表者の住所・
氏名を記入し、（返信文章面は白紙のまま）〒213-8570区役所地域振興課
「親子大根抜き体験」係☎044-861-3133 044-861-3103�［抽選］

川崎ブレイブサンダース  ホームゲーム区民招待

ス・タ・パ相談

まちづくりカフェたかつ

ロゴマーク・プロモーション動画作成
ワークショップ

公園でできる！ゆるやか・リフレッシュ体操 
の体験会

親子大根抜き体験

案内
古着回収窓口を開設します
　衣類、シーツ、タオル類、カーテ
ン、帽子などを回収します。 11月
22日㈪～26日㈮（11月23日を除く）、
９時半～11時半 区役所市民ホール
宮前生活環境事業所☎044-866-

9131 044-857-7045
50＋世代が変える未来（会場変更
のお知らせ）
　１０月号掲載「５０＋世代が変える未
来」（１１月２０日開催予定）の会場が、
区役所保健ホールから株式会社富士
通ゼネラルに変更になりま
す。講座の詳細はＨＰを参
照してください。

募集
市民提案型協働事業
　地域の課題解決のために、区と協
働で実施する事業の提案を募集しま
す。実績がない団体でも応募可能な
コースもあります。提出書類など詳
細は区ＨＰで。 11月15日～12月
28日に提出書類を直接、区役所企
画課☎044-861-3131 044-861-

3103。※最大で９件の応募があった場
合、その時点で募集を締め切ります。

イベント・講座
お気軽ふらっと体操教室
　 11月16日㈫14時～15時半（13時
半開場） 高津老人福祉・地域交流セ
ンター 市内在住の当日先着20人
同センター☎044-853-1722 044-
853-1729。※飲み物・タオル持参、動
きやすい服装で参加してください。
みんな集まれ！プレーパークやるよ
　 11月21日㈰※雨天時は28日㈰
に延期 多摩川河川敷せせらぎと親
子広場 区役所地域ケア推進課☎
044-861-3313 044-861-3307。
※詳細は高津せせらぎプレーパーク
HPで。
バドミントンレベルアップ
　実際のゲームで生かせるパターン練
習を中心とした内容です。 12月3日
～3月25日の金曜（12月31日と2月11
日を除く）、15時40分～16時55分、
全15回 高津スポーツセンター 15
歳以上18人 16,250円 11月15
日９時から直接か電話で同センター☎�
044-813-6531
044-813-6532�
［先着順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

　ハートフル川崎病院はこころの病を抱えながら、地域で安心した生活
が送れるように、ひとりひとりのニーズに沿った支援をしています。
毎年、たかつ区健康福祉まつりに参加し、手作り小物の販売をしてい
ます（３年度は中止）。
　「ほっと安心したい」「“困った”を話したい」「仲間づくりをしたい」「自分
と向き合いたい」「一歩前進したい」「仕事がしたい」などの思いがある人
は、お問い合わせください。
ハートフル川崎病院デイケア☎044-833-7388（9時半

～17時） 044-833-4611�区役所地域ケア推進課☎044-
861-3313 044-861-3307

第40号第40号
元気になるデイケア　一緒に笑顔になりませんか元気になるデイケア　一緒に笑顔になりませんか

日時 対象 申し込み 持ち物

離乳食
教室

❶12月13日㈪
❷12月21日㈫
13時45分～15時
（❶❷同内容）

生後４～６カ月頃
の乳児と保護者（大
人のみの参加可）
16組

11月15日から
直接か電話で
［先着順］

母子手帳・筆記
用具・おむつ替
えの時に下に敷
くもの

区役所1階保健ホール
区役所地域支援課

☎044-861-3259 044-861-3307
教室・健診案内地域みまもり

支援センター

応募用
HP

詳細はこちら

区HP

区HP

病院HP

区制
50周年

事業
あなたの意見を
ロゴ・動画に！
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