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大山街道 現ふるさと館付近
昭和60年前後

ふるさと
アーカイブ

HP

ふるさとアーカイブ

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）

　大山街道や高津の歴史、文化などに関する企画展や各種講座などを実施し
ているほか、大小4室の貸室があります。高津駅から徒歩5分、武蔵溝ノ口駅
から徒歩7分、高津交差点に近い大山街道沿いにあるので、気軽
にお立ち寄りください。
場　所　溝口3-13-3
展示室　10時～17時（8月29日～9月2日は展示替えにより閉室)
休館日　年末年始

９月23日㈷10時半～16時
• 親子向けワークショップ(事前申込制)
• こども縁日
• 青空ステージでのダンス
• ふるさと館クイズラリー
　(当日先着200人に参加賞をプレゼント)
• 地元農家の野菜販売、スイーツなどのマルシェ
※区制５０周年を記念した、ミニイベントも行う予定で
す。詳細は、8月中旬以降、同館HPでお知らせします。

9月3日～12月25日10時～17時
　二子・溝口は、江戸時代に宿場町として栄え、大山街道とともに発展し豊かな文化を育んできまし
た。記念企画展では、大山まいり・商い・文化をテーマにまちの移り変わりや歴史を紹介します。

ふるさと館
HP

　大山街道ふるさと館は、平成4年8月1日に開館し今年で30周年を迎えます。この節目の
年にさまざまな企画を行いますので、ぜひご来館ください。

大山街道ふるさと館☎044-813-4705 044-712-0034

大山街道ふるさと館

※完成イメージ

健康福祉まつり

　さまざまな区民が交流を深め、健康と
福祉を考えるイベントです。参加団体に
よる活動紹介や作品展示のほか、各種
相談や測定コーナー（骨密度・握力など）
もあります。落語や洗足学園音楽大学
の学生による演奏、高津高校の生徒によ
るパフォーマンスも行います。
日時　8月21日㈰10時～14時　場所　高津市民館１１階
定員　当日先着250人

区役所地域ケア推進課☎044-861-3313 044-861-3307
区HP

子ども・子育てフェスタ

　子育て中のママ・パパを応援するイベント
です。子どもと楽しく過ごしながら、子育て
情報が得られます。
日時　9月17日㈯（午前と午後で入れ替え制）
　　　午前の部　11時～12時半
　　　午後の部　13時半～15時
場所　高津市民館１１階
定員　各回70組（１組当たり大人2人、子ども3人まで申し込み可）

8月15日10時から区HPで区役所地域ケア推進課
☎044-861-3313 044-861-3307 ［先着順]

区HP

30周年記念企画

大山街道ふるさと館とは

秋のふるさと館まつり

30周年記念企画展 「大山街道と二子・溝口－大山まいり・商い・文化－」

　赤坂御門から大山阿夫利神社下社まで、実際に大山街道を歩くのに便利なふるさ
と館オリジナルのガイドブック。地図を全面的にリニューアルして発行します。

『訪ねて楽しい大山街道』リニューアル版を9月下旬に発行予定　

　応募作品は、9～10月にふるさと館のスロープなどで展示します。※応募者には記念品をプレ
ゼント。30周年を一緒に盛り上げましょう！
• 絵　テーマ「私の好きな大山街道・高津のまち」(１人1点まで)
　　感動した風景やお気に入りの場所など、応募用紙に絵を描いて応募してください。
• 写真　テーマ「大山街道・高津のまちの昔・今」(１人5点まで、A4サイズ以内)
　　高津のまちや大山街道の昔・今の写真を募集します。皆さんが撮影した写真や家の中で見つ

けた昔の写真などを応募してください。
• 応募方法　8月16日（必着）までに、応募用紙を直接か郵送で同館。応募用紙はHPまたは同館

で配布します。［応募多数の場合は選考］。詳細はお問い合わせください。

大山街道や高津のまちの絵や写真を募集中！

区 制 50 周 年 記 念 事 業

開館30周年大山街道ふるさと館

納
おさめ

太
だ ち

刀（記念企画展で展示）



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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若者目線で脱炭素イベントブースを作ろう ！
～高津区地域デザイン会議～

どんなもんじゃ祭り2022を開催します

高津市民館改修工事に伴う休館について

夏休み☆わくわく食育フェア

オンラインやかん寄席 in 大蓮寺

　11月に開催するイベントでのブース出展に向
けて、若い人の視点でアイデア出しや企画か
ら参加してみませんか。
日時　8月25日㈭18時～20時半　
場所　区役所５階
対象・定員　16歳（高校生）～30歳の20人

8月18日までに区HPで区役所
企 画 課 ☎044-861-3131 044-
861-3103 ［応募多数の場合は区
民を優先の上、抽選］

　市民活動団体が、さまざまな活動を紹介す
る高津区市民活動見本市です。今年は2部制
で開催します。
日時　 ９月４日㈰
　　　❶10時～12時❷13時半～15時
場所　 ❶はオンラインで開催❷は区役所5階ほ

かで開催
区役所地域振興課

☎044-861-3133
044-861-3103

　施設の改修工事を行うため、5年1月～2月の間休館し
ます。詳細は区HPで。

高津市民館
☎044-814-7603 044-833-8175

　未就学児、小学生やその家族を対象に、食育イ
ベントを開催します。簡単なクイズやゲームに参加
して、景品をゲットしましょう ！ 手作り缶バッチ作り
体験もあります。
日時　8月24日㈬10時～14時
場所　武蔵溝ノ口駅南北自由通路

区役所地域支援課☎044-861-3259 044-861-3307

　区の名
めいさつ

刹・大蓮寺で行うアマチュア
落語をライブ配信します。荘厳な本堂
の雰囲気を伝えながら、地域の暮らし
を題材とした古典落語で和やかな笑い
をお届けします。
日時　９月４日㈰14時
配信方法　YouTube やかん寄席チャンネル

やかん寄席 yakanyose@gmail.com
区役所地域ケア推進課
☎044-861-3313 044-861-3307

区役所地域支援課
☎044-861-3259 044-861-3307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

❶9月2日㈮
❷9月20日㈫

13時50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）18組

8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

幼児食
教室

9月8日㈭
10時15分～11時15分

1歳半～２歳頃
の子どもと保護
者10組

母子手帳・筆
記用具

区役所1階保健ホール

区HP

区HPオンライン
参加はこちら

団体YouTube
チャンネル

離乳食教室

幼児食教室

イベント・講座
マイナンバーカード出張申請
キャンペーン

　区民限定でマイナンバーカードの出
張申請キャンペーンを行います。 8
月23日㈫～25日㈭、12時～15時
高津市民館11階イベント
スペース 区役所区民課
☎044-861-3163 044-
861-3169
高津さんの市を開催

　地元の採れたて野菜やこだわりの
お菓子などを販売します。 8月28日
㈰10時～12時 高津区役所1階 区
役所地域振興課☎044-861-3133
044-861-3103

久地円筒分水 
美化活動体験参加者募集

　国登録有形文化財である久地円筒
分水の美化活動に参加しませんか。
定期清掃を行っているボランティア団
体「久地円筒分水サポートクラブ」によ
る無料ガイドもあります。 9月10日
㈯9時～10時半。雨天時は１7日㈯に
延期 久地円筒分水広場（久地1-34）

20人 8月18日から直接か電
話で区役所地域振興課☎044-861-
3144 044-861-3103 ［先着順］
認知症サポーター養成講座

　認知症について正しく理解し、認知
症の人や家族を見守る認知症サポー
ターを養成する講座。 ８月27日㈯
14時～16時半 区役所５階第1・２会
議室 40人 8月15日から電話か
FAXで区役所地域支援課☎044-861-
3259 044-861-3307 ［先着順］
おとなのおはなしかい

　講師が語る「おはなし」をテーマにみ
んなで対話し、さらに世界を広げましょ
う。 9月14日～5年2月8日の毎月
１回、10時～12時、全6回 プラザ
橘２階第２学習室 10人 8月24

日10時から直接か電話でプラザ橘☎
044-788-1531 044-788-5263 

［先着順］
高津老人福祉・地域交流センター
後期講座

　「健康バレエ」「高津の歴史・街歩き」
「はじめてのスマホ」など１２講座。
9月～5年1月 高津老人福祉・地域
交流センター 市内在住の６０歳以上

8月22日～27日の9時～16時に
ハガキに住所、氏名を記入し、本人
が直接同センターに持参☎044-853-
1722 044-853-1729  ［抽選］。※
詳細はお問い合わせください。
第50回高津区敬老会
満90歳祝いのご案内

　満90歳で、当日敬老会に参加で
きる人をお祝いします。※一般の方
は来場できません。 ９月17日㈯13
時半～15時半 てくのかわさき2階
ホール 次の条件を満たす人❶区内
在住❷昭和６年９月16日～昭和７年９
月15日生まれ❸事前に敬老会に申し
込みし、当日参加できる 8月24
日(必着)までに、 氏名、 ふりがな、
住所、電話番号、生年月日、付き添
い人の有無、車椅子利用の有無を記
入しハガキか封書で〒213-0001高津
区溝口1-6-10 てくのかわさき３階区
社会福祉協議会☎044-812-5500
044-812-3549 ［事前申込制］
普通救命講習Ⅰ

　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。受講者には修了証を交付。
9月16日㈮9時～12時 高津消防署

30人 800円 8月26日9時か
ら電話で市消防防災指導公社☎044-
366-2475、044-366-8721 044-
272-6699 ［先着順］
健康フェア

　 区 地 域 支
援 課 の 歯 科
衛生士を講師
とした歯と口
の健康講座。

8月31日㈬
14時～15時半 高津老人福祉・地域
交流センター 市内在住の６０歳以上
50人 8月15日9時から直接か電
話 で ☎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

区HP

区HP

市民提案型
協働事業

イベントのブース
出展イメージ

視聴は
こちらから

食育キャラクター
「しょくいくん」
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