
問い合わせ先 ： 高津区役所地域振興課 まちづくり推進係

【電話】 044-861-3134　【ファックス】044-861-3103　
【Ｅメール】 67tisin@city.kawasaki.jp

第15回 大山街道アクションフォーラムは、
平成26年３月の開催を予定しています。
日程が決まり次第、チラシや区のホームページ、メーリング
リスト、facebookページなどでお伝えします。

　高津の冬の風物詩、大山街道フェスタが２月16 日（日）に開催されます。

「大山みちまちウィークエンド」も、15日は前夜祭として、そして16日には５

つの会場のひとつとして、大山街道フェスタを盛り上げていきます。

　１１月３日（日）、「たかつ大山街道

1000 匹のあゆプロジェクト」は多摩川

を渡って二子玉川へ！二子玉川商店街

で開催された「青空アート＆マート 大山

みち２０１３」に参加しました。今回は、あ

ゆぐるみに色付けをしていただくワーク

ショップ『いろ色あゆぐるみ』を行いまし

た。多くの人にご参加いただき、新たに約

80匹の「あゆ」が誕生しました！この他

にも、これまでのワークショップを通して

生まれた「あゆ」の展示や、毎年夏に行わ

れる高津区民祭のパレードで使用す

る、長さ３m 近くある大きな納太刀の展

示を行い、高津の大山街道に関する取組みを PRしました。

　また、高津区役所市民ホールでも10月９日（水）～17日（木）に「あゆ」の展示を行いました。

　あゆづくりに参加してみたいと思った方は、ぜひ「大山みちまちウィークエンド」で実施するワークショッ

プにお越しください！
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　運営委員会を中心とする新たな体制で始
まった、今年度の大山街道アクションフォー
ラム。11月19日（火）に「第14回大山街
道アクションフォーラム」を開催し、平成
26年２月の大山街道フェスタに合わせて開
催する「大山みちまちウィークエンド」の
企画や、地域で実現できそうな長期的な視
点に立ったアイデアなどを、楽しい雰囲気
の中で話し合いました。
　今回初めて参加した若い方も多く、新た
な展開が期待される大山街道アクション
フォーラム。引き続き目が離せません！

大山街道アクション通信は、「大山街道
アクションフォーラム」のさまざまな活動
を、地域の皆さまをはじめ、多くの方々に
お知らせするためのニュースです。

発行元 ● 大山街道アクションフォーラム運営委員会
　　　　 高津区役所
発行日 ● 平成 25年12月

大山街道アクションフォーラムで実施しているプロジェクトやイベント、
高津大山街道界わいのことなど、様々なニュースをお伝えします。

【ページ名】大山街道アクションフォーラム
【URL】https://www.facebook.com/ooyamakaidou

【日時】　２月16 日（日）10:30～14:30

【会場】　溝口神社、大山街道ふるさと館、溝口緑地、飯島商店、二子神社

★「大山みちまちウィークエンド」の詳細は中面をご覧ください。

大 山 街 道アクションフォー ラムの
facebook ページでは、イベント開催案内
や各プロジェクトの進捗、地域情報など、随
時最新情報を発信しています！ぜひ「いい
ね！」を押してご活用ください！

「高津大山街道マスタープラン」の実現
に向けて具体的な取組みを行うため
に、地域の皆さまや団体、行政が集
い、連携することにより、それぞれでは不
可能なことを実行に移し、実現を目指し
ていく場です。

大山街道アクションフォーラムって？

大山街道
みちまちウィークエンド
平成26年２月に
ふるさと館で開催！
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大山街道アクションフォーラムの
facebook ページに
「いいね！」を押して情報ゲット

たかつ大山街道
1000 匹のあゆ
プロジェクト、
　　二子玉川へ！

たかつ大山街道 1000 匹のあゆプロジェクト、二子玉川へ

第14 回大山街道アクション
フォーラムでは、前回に引き
続き４つ のテーマに分か
れ、来年の２月15、16日に開
催する「平成25年度大山み
ちまちウィークエンド」の企画
について意見交換しました。

大山街道フェスタの季節がやってきた！
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大山街道を
盛り上げるアイデア、
集まりました！
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みちまちウィークエンド
の企画を考えよう！
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企画を考えよう！企画を考えよう！ウィークエンドのウィークエンドの
大山みちまちウィークエンドでできること
これから展開していけること
地域で実現できるアイデアを出しあいました

第14 回大山街道アクションフォーラム

■全館
16日（日）10:30-14:30
隠れあゆを探せ！　

３F

事務室

展示室

給湯室

和室

第１・２会議室

イベントホール

屋上庭園
（外部）

中庭
（外部）

入口

談話
コーナー

トイレ

トイレ

トイレ

EV

EV

EV

2F

1F

給湯室
控室

談話
コーナー

事務室

■茶室
16日（日）10:30-14:30　
茶席

■中庭
16日（日）10:30-14:30
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今年度は、アクション
フォーラムのテーマを（食、人、
物、アート）に絞り、各々について
実現できそうなアイデアを出し合
い、具体化していき、その一部を
「大山みちまちウィークエンド」
で実施いたします。ぜひ参加
してください。

運営委員長 関口能長氏

実現できそうなアイデアを膨らませよう！

大山みちまちウィークエンドでできることを考えよう！　

■イベントホール
15日（土）17:00-20:00
ライブ＆バー
地元産の野菜を使った料理や
お酒を楽しみながら、地域の
音楽愛好家の演奏に耳を傾
けます。

■イベントホール
16日（日）10:30-14:30
大山みちまちカフェ
カフェの壁を飾るのは大山街道
の風景を描いた絵や写真。生演
奏を BGM にくつろぎのひとと
きを。

　　食でもりもり
　　大山街道を盛り上げる！

◆ ウィークリーカフェオーナー等
ふるさと館の新しい活用

◆ 宿場町での料理の再現
◆ 主婦版「料理の鉄人」
◆ 各お店の料理を写真で PR

　　古きを訪ね
　　新しきを知る
◆ 街道界わいの各所に写真を展
示し、今と昔を比較

◆ 古い写真と連動したスタンプ
ラリー

　　アートで
　　まちを彩る！
◆ ふるさと館の入りづらい印象
を変える太鼓幕などの作成

◆ 街の印象を変えるシャッター
アート

◆大山街道のゆるキャラづくり！？

　　人はアートだ ！

◆ “パフォーマンス”がキーワー
ド。参加する人もリズムを取
り、五感で感じる楽しさを知る
ことが大切。

◆ 音楽で大山街道界わいや川崎
市を盛り上げる！
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１１月19 日（火）の夜、第14回大山街道アクションフォーラムが
開催されました。いつもにも増して多くの若者が集まる中、熱い議論
が繰り広げられました。

まずは前回のアクションフォーラムと同様、「食」「人」「モノ」「アー
ト」の４つのテーマに分かれ、前回の議論から生まれた提案を基に、こ
れから実現できる、地域を盛り上げるアイデアを出しあいました。

その後、２月１５日（土）、16 日（日）の２日間開催する「大山みちま
ちウィークエンド」で実現できるアイデアについて、会場となる大山
街道ふるさと館の図面を見ながら話し合いました（３ページ）。

- 企画展開イメージ -- 企画展開イメージ -

大山街道
カレーフェスタ
街道沿いのお店がオリジナル
カレーを販売。自慢の味を食
べ比べ！

■第１会議室
16日（日）10:30-14:30
あゆづくり
ワークショップ

アート

食/アート

人

高津なつかし写真展
高津区制40周年記念誌作成
のために地域の皆さまが提供
してくださった大山街道の古
い写真を展示します。

モノ■スロープ
15日（土）、16日（日）　　 

あゆのぬいぐるみに絵の具
で自由に絵を描いてオリジ
ナルの「あゆ」をつくるワー
クショップ。

　　 
抹茶と和菓子でホッと一息。


