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今月は「食育月間」です。19日㈪~23日㈮の11時~12時に市民ホールで食育キャンペーンを実施します。 編集：高津区役所企画課（☎861-3131 861-3103）

武蔵溝ノ口駅北口
で清掃ボランティ
アをする人たち。

溝口駅前清掃奉仕

ふるさとアーカイブ

高津どんなもんじゃ祭り
～ここから 街がちょっと好きになる～

「わが街、たかつ」溝口駅周辺アーカイブ事業

地域で活躍する
ボランティア募集!!

食生活改善推進員 健康づくりボランティア 子育てボランティア

　多様な市民活動やボランティ
ア活動を紹介し、一緒に活動
してくれる人を募集する市民活
動見本市。団体の人から直接
活動内容などを紹介するお祭り
です。昨年に引き続き、熟年
成人（80歳）を祝う会も実施し
ます。新たな出会いや発見を
機に、一緒に高津のまちを盛り
上げましょう。

　地域で子育てに関するボランティア活動をしたい人、
食生活や運動などを通して市民の健康づくりをサポート
したい人を募集します。

　「私たちの健康は私たちの手で」をテーマに、
子どもから高齢の人まで全ての人を対象に、料
理教室やイベントなどで、共食（誰かと一緒に
食事をすること）や減塩、バランスのよい食事
の大切さなどを伝えています。

※一部合同で実施します。また、重複の応募も可能です

　公園体操など健康づくり活動の立ち上げや、
地域で行う健康体操など、ボランティア自身が
関心を持った活動を幅広く行っています。

　保健福祉センターでの健診時や子育て関連の
教室などで見守りや保育のお手伝いをしながら、
地域で安心して子育てできるよう支援します。

日時　６月18日㈰
10時半～16時
場所　高津市民館

（ノクティプラザ
２）11、12階大会議室他
参加団体　環境、福祉、子育て支援などさまざ
まな分野で活躍する約40団体
主なイベント　団体活動の模擬体験やパネル展
示、ステージ発表、景品がもらえるじゃんけん
大会など

　高津市民館を拠点に活動しているサークルの1年の活動成果
を発表するお祭りです。盛りだくさんの企画で皆さんをお待ち
しています。あなたにピッタリな趣味を見つけてみませんか。
日時　６月10日㈯～11日㈰、10時～16時
場所　高津市民館
参加団体　歌やダンスなど、高津市民館
で活動しているさまざまなサークル22団体
主なイベント　舞台での発表、作品展示や
サークル活動の体験など（一部有料）

高津市民館☎814-7603、 833-8175

　ボランティア活動のきっかけは、面白そうだったから、友達に誘われたから、先生からの言葉…など人それぞれ、
気持ちが動いたときが「一歩を踏み出すとき」です。そこには新たな出会いや思いがけない発見があるかもしれません。

　趣味や特技を生かして、いつまでも住み続けたい高津のまちを一緒につくりましょう。 区役所地域振興課☎861-3133、 861-3103

　地域の課題解決を図るため、市民活動団体などから提案された事業を、
区と提案団体との協働で実施する市民提案型協働事業が決定しました。

　高津区の玄関口である溝
口駅周辺の移り変わりを伝
え、溝口駅周辺の魅力を
再発見する機会を提供し、
郷土愛を育みます。

提案団体　高津シルバーガイドの会
主な内容（予定）　
●溝口駅周辺の変遷を伝える写真展の開催（10月）
●溝口駅周辺の変遷を振り返る講座（12月）・イベント（30年３月）の実施

区役所企画課☎861-3131、 861-3103

募集ボランティア 日時 場所 対象・定員 費用 申し込み・問い合わせ先

食生活改善推進員
７月7日㈮、14日㈮、13時半～16時、
21日㈮９時～13時、
28日㈮13時半～16時、全４回

区役所１階保健ホール
ただし、７月21日のみ
区役所３階栄養室

食生活の改善や、食を通した
健康づくりに関心のある20人

調理実習日の
み500円程度

６月15日から直接か電話で
区役所地域支援担当☎861-
3259、 861-3307。［先着順］

健康づくりボランティア ７月7日㈮、14日㈮、13時半～16時、
24日㈪13時半～15時半、全３回

健康づくりに関するボラン
ティア活動に興味のある15人 無し ６月15日から直接か電話で

区役所地域支援担当☎861-
3315、 861-3307。［先着順］子育てボランティア ７月7日㈮13時半～16時、

 25日㈫９時半～11時半、全２回
区役所１階保健ホール
区役所２階相談室

子育てに関するボランティア
活動に興味のある15人 無し

溝口駅周辺の
古写真や古地図・古

文書

などの歴史情報大
募集!!

お持ちの人は
区役所企画課まで

ご連絡ください。

一 歩

（高津区市民活動
見本市2017） 祝40周年！高津市民館サークル祭

「来て！観て！聴いて！仲間になろう！」

市民活動団体と区との協働事業を紹介！！

養成教室



今月のふくシティたかつは15日㈭、16日㈮に区役所ロビーで開催。出展団体は区ホームページでご確認ください。問区役所高齢・障害課☎861-3252
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員に満たない場合のみ11時から電話
で市民プラザ☎888-3131、 888-
3138。［先着順］
平和・人権学習公開講座「障がいの
ある人の気持ちになってみると…」

　車いすや福祉機器などの体験やお
話しを通して、バリアフリーを学びま
す。７月22日㈯14時～16時。 高津
市民館大会議室で。小学２～６年生
100人（2年生は保護者同伴）。30円。

６月22日10時から直接、電話、
ＦＡＸ、ホームページで高津市民館☎
814-7603、 833-8175。［先着順］
公園でできるゆるやか
リフレッシュ体操の体験会

　区では、高津公園体操など、みん
なで体操し健康に生活することを目指
しています。経験の有無を問わず、皆
さんも一緒に体操しましょう。７月25
日㈫13時半～15時半。区役所５階
会議室で。50人。 ６月26日から
直接か電話で区役所地域支援担当☎
861-3316、 861-3307。［先着順］
テニス教室

　レベルに合わせてクラスが選べま
す。室内なので、日焼けの心配はあり
ません。月・火曜に開催していますので

詳細はお問い合わせください。
高津スポーツセンター☎813-6531、

813-6532。
普通救命講習Ⅰ

　心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除細
動器）の取り扱いを学びます。７月14日
㈮、13時半～16時半。高津消防署で。
30人。800円。 ７月３日から電話
かFAXで市消防防災指導公社☎366-
2475、 272-6699。［先着順］

生活習慣病予防・禁煙相談
　健康診断の結果などから、メタボリッ
クシンドローム・生活習慣病・食生活が気
になる人・禁煙したい人に対し、保健師・
栄養士などが個別に相談に乗り、予防
方法などを一緒に考えます。相談は随
時受け付けています。 区役所地域支
援担当☎861-3316、 861-3307。
古着回収

　着なくなった衣類や古くなったシー
ツ、タオル類、カーテン、帽子などを
回収します。6月19日㈪～23日㈮9時
半～11時半。区役所1階市民ホール
で。 宮前生活環境事業所☎866-
9131、 857-7045。

たかつサロンＤＥコンサート
　日曜日の昼下がりのひと
とき、市民館ですてきな時間を過ごし
ませんか。６月18日㈰12時10分～12
時45分。高津市民館談話コーナーで。

高津市民館☎814-7603、 833-
8175。
子育てグループ交流会

「きっとみつかるよ！楽しい仲間！」
　子どもと一緒に楽しく遊びながら子
育てグループの情報が分かる自由参
加のイベント。６月29日㈭10時～11
時半。区役所５階会議室で。 区役
所保育所等・地域連携☎861-3372、

861-3307。
夏の交通安全キャンペーン

　７月11日から20日に行われる夏の交
通事故防止運動に合わせ、夏の交通
安全キャンペーンを実施します。この
機会に交通安全について、家族で話し
合ってみましょう。７月11日㈫15時～
16時。武蔵溝ノ口駅キラリデッキで。

区役所危機管理担当☎861-3146、
861-3103。

プレミアムフライデー☆ブックトーク
　本に囲まれた空間で、職員による
本の紹介やトークなど、楽しい時間を
過ごしませんか。７月28日㈮19時～
20時。プラザ橘図書館で。15歳以上
の10人。 ６月16日10時から直接
か電話でプラザ橘☎788-1531、
788-5263。［先着順］

夏休み子どもの自由研究
　親子陶芸教室、子どもクラフト教室、
マジック教室など、夏休み期間の子
ども向け体験教室を開催します。詳
細はお問い合わせください。 6月
15日9時から直接か定員に満たない場
合のみ11時から電話で市民プラザ☎
888-3131、 888-3138。［先着順］
認知症サポーター養成講座

　認知症の人が、住み慣れた地域で

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

安心して暮らし続けることができるよ
う、認知症について学んでみませんか。
６月24日㈯14時～15時半。区役所５
階会議室で。80人。 ６月15日～
23日の８時半～17時に電話かＦＡＸで区
役所地域支援担当☎861-3259、
861-3307。［先着順］
離乳食教室

　生後４～６カ月ごろの子どもがいる
家族を対象とした、離乳食の始め方
や進め方についての講座。７月６日
㈭、18日㈫、13時45分～15時（両
日同内容）。区役所１階保健ホールで。
持ち物…母子健康手帳、筆記用具。

開催日までに直接か電話で区役
所地域支援担当☎861-3259、
861-3307。
夏休み親子わくわく
クッキング

　夏休みに地域の
ボランティアと一
緒に親子で料理を
してみませんか。
７月27日㈭10時～13時半。高津市
民館料理室で。小学生と保護者15
組。1人500円程度。持ち物：エプロン、
三角巾、ふきん１人３枚、子ども用上
履き。 ７月３日から直接、電話、
ＦＡＸで区役所地域支援担当☎861-
3259、 861-3307。［先着順］
JAPAN DAY 親子de茶の湯体験

　茶室の雰囲気を味わいながら、自分
でお茶をたて、気軽にお茶の世界を体
験できます。詳細はお問い合わせくだ
さい。 6月15日9時から直接か定

　ことしで28回目を迎える「たかつ区健康福祉まつ
り」。高齢者や子ども、障害者を含む多くの区民や団
体が交流を深め、健康や福祉を共に考える場を設ける
ことで、見守り支えあいの地域づくりを推進すること
を目的として毎年実施しています。
　このイベントを通じて、事業者や町内会・自治会な
どの地縁組織、地域・ボランティア団体、住民などが、
日頃から顔の見える関係・相談できる関係を築けるよ
う、盛りだくさんの内容で皆さんをお待ちしています。

日時　７月８日㈯10時～15時　場所　てくのかわさき
主なイベント　合唱やコンサート、健康や権利擁護など
の各種相談、参加団体による活動や作品の展示、景品
がもらえるスタンプラリーや抽選会、体
験型ブースでは体脂肪・足指力・血管年
齢測定など

区役所地域ケア推進担当
☎861-3313、  861-3307

健康や福祉について、
もう一度考えてみませんか？

第2号

高津区民音楽祭
参加グループ募

集高津区民音楽祭
参加グループ募

集
　他のグループと交流を深めながら、準備から
携わる音楽祭に参加してみませんか。
日程　バンド部門…11月25日㈯、器楽部門…12月２日㈯、
　　　コーラス部門…12月３日㈰
場所　高津市民館大ホール（11月25日のみ市民プラザ屋内広場）
対象　❶区内在住・在学・在勤者・区内で活動している人を含む３人以上のグ

ループ❷全３回（8月26日、10月28日、本番終了後）の「参加グルー
プミーティング」に１人以上が毎回出席可能なグループ❸当日の運営
に協力できるグループ　※❶～❸を全て満たすグループ

６月30日（必着）までに申込書を直接、郵送、FAXで〒213-8570高津区
役所地域振興課☎861-3134、 861-3103。［選考］。※参加申込書は区役所・
出張所・市民館で配布している他、区ホームページからもダウンロードできます

第28回たかつ区健康福祉まつり

　将来の人口減少・少子高齢化に伴う医療・介護・福祉の需要の増大が見込
まれる中、人材育成につなげるキッズドクタースクールを実施します。
提案団体　帝京大学医学部附属溝口病院
日時　８月5日㈯14～16時　対象　小学5・6年生と保護者30組
内容　内視鏡体験、ＡＥＤ体験、病院探検、検診に関するミニ講座

6月30日までに直接、電話、ＦＡＸで区役所地域ケア推進担当
☎861-3302、 861-3307。［選考］

キッズドクタースクール
（親子で参加する体験型講座2017）

第189回
区役所地域振興課☎861-3134、 861-3103

赤松笑

金理愛 田村洋貴

日時　６月27日㈫12時～12時40分
場所　区役所１階市民ホール
出演　金理愛（ソプラノ）、
　　　田村洋貴（バリトン）、
　　　赤松笑（ピアノ）
曲目　モーツァルト作曲オペラ「魔笛」より
　　　“パパパの二重唱”、「花は咲く」

29年度高津区
市民提案型
協働事業が
決定！！


