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溝の口駅から武蔵溝ノ口
駅に向かう通路平成7年

ふるさと
アーカイブ

HP

ふるさとアーカイブ

ステキに映え農フォトコンテスト2022
　50周年拡大版 スポーツ体験広場

未来へのメッセージを書こう！
50周年特別企画 50周年記念特別賞ア

リ！
高津スポーツセンタ

ー
開催イベント

区役所、みぞのくち市税事務所にお越しの際は、区役所駐車場は混雑するため公共交通機関
を利用してください。 編集：高津区役所企画課（☎044-861-3131 044-861-3103）

　地域の皆さんからのメッセージや、ロゴに表現された地域の魅力を動画にしました。
YouTubeで公開している他、区役所１階でも上映中です。区HPからも見られます。

　区制５０周年関連イベント情報を紹介します。今後も区HPなどで随時発信します。

昭和47年 指定都市になり高津区が誕生

昭和57年 宮前区分区、現在の高津区となる

平成 8 年 古代橘樹郡衙の建物跡が発見される

平成10年 久地円筒分水が市内初の国登録有形文化
財となる

平成11年 溝口駅前にキラリデッキが完成

平成15年 川崎市子ども夢パーク開設

平成24年 区のあゆみを写真でたどる区制40周年記
念誌発行

令和 4 年 区制５０周年を迎える

YouTube高津区
チャンネル

区HP

日時　8月10日㈬10時半～15時
場所　市民プラザ１階
対象　オペラを鑑賞しない
人でも寄せ書きできます。
オペラの鑑賞には申し込
みが必要です。詳細は区
HPをご覧下さい。

区役所企画課
☎044-861-3131

044-861-3103

　「ステキに映え農フォトコンテスト」を50周
年記念拡大版で開催します。入賞者には地
元野菜を使用した特産品を贈呈します。50
周年記念特別賞もあります。

　高津地区スポーツ推進委員会では区制
50周年を記念して、誰でもニュースポーツ
体験ができる「スポーツ体験広場」を開催し
ます。

日時　7月24日㈰9時～16時
場所　高津スポーツセンター
内�容　ユニカール・ボッチャ・モルックなどの

競技体験、ユニカール大会、ボッチャ大会
対�象　競技体験は誰でも参加可。大会は区

内在住・在学・在勤の小学生　以上、１チー
ム３人制

競技体験は申込不要。大会は直接、電
話か区HPで区役所地域振興課☎044-861-
3145 044-861-3103 ［事前申込制］

　高津スポーツセンターでは他にも、区制５０
周年を記念し、「サマーイベント（7/23）」や「た
かすぽチャレンジカップ（7/24）」を開催。詳
細は同センターにお問い合わせください。
☎044-813-6531 044-813-6532

応募期間　７月１日～10月31日
募集テーマ　
　区内の農のある風景や歴史スポット、区内
の野菜・果物・卵を使ったグルメ、その他高津
区の魅力を感じる瞬間など
応募方法　
　インスタグラムかメールで投稿してくださ
い。詳細は区HPをご覧ください。

区役所地域振興課☎044-861-3133
044-861-3103

区HP

区HP

「たちばな農の
あるまちづくり」
公式インスタグ

ラム

高津区50年のあゆみ 高津区の魅力がギュッとつまったPR動画を公開！

区制50周年関連イベント情報

区HP

区制50周年を迎える高津区には、区民の皆さんがこれまで大切に育み、地域の“宝”となっているさまざまな魅力があります。
多くの区民の皆さんがその“宝”に触れ、つなげていくための取り組みを進めていきます。

� 区役所企画課☎044-861-3131 044-861-3103

区HP

　区制５０周年を記念する一部のイベント
で、寄せ書き用の横断幕を掲示します。未
来に残したい高津区の魅力や未来の自分に
向けたメッセージなど寄せ書きしませんか。
初回は、「子どもから大人まで楽しめるオペラ

『泣いた赤鬼』」の会場で行います。



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にご確認ください
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　プロの演奏家などを招いて親しみ
やすいクラシックを中心にお届けし
ている花コンサート。２年ぶりに「大
きな花コンサート」を開催します。
日時　９月２７日㈫14時～16時
場所　市民プラザふるさと劇場
定員　400人程度
出演　�間脇�佑華（バイオリン）、大

石�真裕（ピアノ）、ホップス
コッチ（打楽器アンサンブル）

曲目　�シューベルト／アヴェ・マリア、
モンティ／チャルダッシュ他
7月1日～8月12日（必着）に往

信文章面に鑑賞者の住所・氏名（ふり
がな）・電話番号・メールアドレス、「大
きな花コンサート鑑賞希望」と記入
し、返信宛名面に申込者の住所・氏名を記入して往復ハガ
キ（１通につき2人まで）か区ＨＰで〒213-8570区役所地域
振興課「大きな花コンサート」係☎044-861-3133 044-
861-3103�［抽選］

大きな花コンサート 2022

案内
市営四方嶺住宅跡地に新施設が
オープンします
　市営四方嶺住宅跡地（蟹ヶ谷206
他）にフットサル場が7月初旬に、サー
ビス付高齢者向け住宅が8月1日に
オープンし、施設の一部や広場を近
隣住民に一般開放します。また、震
災時には一時避難場所としても利用で
きます。詳細はお問い合わせください。
まちづくり局市営住宅管理課☎

044-200-2951 044-200-3970

イベント・講座
お気軽ふらっと体操教室
　 7月19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・室内用

運動靴持参。動きやすい服装で参加
してください。
夏のひととき
ランチタイムコンサート
　ランチタイムにギター三重奏の演
奏を行います。 7月20日㈬12時～
13時 高津老人福祉・地域交流セン
ター 当日先着30人 同センター☎
044-853-1722 044-853-1729

夏休みこどもお楽しみ会 　
　お友達と一緒に人形劇とマジック
ショーを楽しみませんか。 8月3日
㈬13時半～14時半（13時開場） 高
津老人福祉・地域交流センター 小
学6年生以下の50人。未就学児は保
護者と参加 ７月15日9時から直
接か電話で同センター☎044-853-
1722 044-853-1729�［先着順］

区のお知らせ
申し込み方法は市版6面参照

　高津区では約８割の人が共同住宅に住んでいます。同じマンションに
住んでいる人と顔を合わせたり、あいさつしたりする機会もあると思い
ます。
　マンション内で、「ご近所付き合い」を始めたいけれどどうしたらよい
かわからないときは、地域ケア推進課にお気軽にお問い合わせくださ
い。防災、健康や花壇作りなど区内のマンションで行われ
ている取り組みを紹介します。詳細は区HPをご覧ください。
区役所地域ケア推進課☎044-861-3313 044-861-

3307

第48号第48号

マンションのご近所付き合いマンションのご近所付き合い

区役所地域支援課
☎044-861-3259 044-861-3307
区役所1階保健ホール

教室案内地域みまもり
支援センター

日時 対象 申し込み 持ち物

離乳食
教室

❶8月5日㈮
❷8月22日㈪
13時50分～15時
（❶❷は同じ内容）

生後４～６カ
月頃の乳児と
保護者（保護
者のみの参加
可）18組

7月15日から区HP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

日時　8月23日㈫18時半～19時10分
場所　区役所１階ロビー　
定員　50人程度
出演　橋本知佳
曲目　�シューマン／献呈、ドビュッシー

／喜びの島
7月1日～29日（必着）に往信文章

面に鑑賞者の住所・氏名（ふりがな）・電
話番号・メールアドレス、返信宛名面に申込者の住所・氏名を記
入し往復ハガキ（１通につき2人まで）か区ＨＰで〒213-8570区
役所地域振興課「花コンサート」係☎044-861-3133 044-
861-3103�［抽選］

50周年記念事業

区HP

　初めての赤ちゃんを育てるお母さん向けのプログラムです。
日時　8月16日、8月23日、8月30日、9月6日の毎週火曜、13時半～
15時半、全4回
場所　区役所１階保健ホール
定員・対象　2～4カ月頃の乳児(第１子)�と母親16組（原則4回参加できる
人）

7月15日から直接、電話、申込者の氏名・住所・電話番号・子どもの氏
名・生年月日を記入し、ＦＡＸで区役所地域ケア推進課☎044-861-3313
044-861-3307�［先着順］

　市民館・分館の講座参加者の子どもを預かる保育ボランティアについて
知り、活動してみませんか。
日時　�8月17日㈬、24日㈬、31日㈬、9月8日㈭、
　　　15日㈭、10時～12時、全５回
場所　高津市民館第４会議室など
対象・定員　�保育ボランティアに関心のある20人

8月3日10時から直接、電話、市版6面の必要事項
を記入しFAXで高津市民館☎044-814-7603 044-
833-8175�［先着順］

　新型コロナウイルス感染症の影響で、高津区民祭は高津区民祭実行委
員会で、橘ふるさと祭りは橘ふるさと祭り実行委員会でそれぞれ開催中止
が決定しました。
高津区民祭：区役所総務課☎044-861-3121 044-861-3103

橘ふるさと祭り：橘出張所☎044-777-2355 044-777-4299

親子の絆づくりプログラム
赤ちゃんがきた！赤ちゃんがきた！

―思春期から花ひらく乳幼児期の育児ー

保育ボランティアスキルアップ研修

高津区民祭と橘ふるさと祭りの中止のお知らせ

間脇佑華

杉本和 松尾弥生

鈴木絵里香

ホップスコッチ

大石真裕

申し込み
フォーム

申し込み
フォーム
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