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高齢者生きがい事業団（昭和60年前後）

ふるさとアーカイブ

担当お気に
入りの１枚

　当時のシルバー
人材センター。現
在の大山街道ふる
さと館がある場所
にありました。

　食べて笑って楽しんで、大山街道を堪能してください！
会場❶〜❺でスタンプラリーも行います。
日時　２月24日㈰10時半〜14時半　場所　大山街道

区役所地域振興課
☎861-3134 861-3103
（当日0180-99-1213）

　カフェのような気軽な雰囲気で、人と人とが出会い、想いを共有し、気付
きを得る場です。ゲストトークと参加者同士の交流で、まちづくりのアイデア
やヒントを探ります。おいしい飲み物とお菓子を用意してお待ちしています。
日時　３月9日㈯15時～17時　場所　n

の く ち か

okutica（下作延1‐1‐7）
定員　20人　ゲスト　NPO法人大森まちづくりカフェ理事　蔵方博史氏
２月15日から区ＨＰかＦＡＸで区役所企画課☎861-3131 861-3103［先着順］

まちづくりカフェたかつ
～聞いて、しゃべって、つながって、

　何かが始まる～

　大山と江戸の赤坂御門を結ぶ、
歴史ある街道です。江戸時代か
ら「大山詣

まいり

」の道として多くの人・
物・文化・情報が行き交い、さま
ざまな交流が生み出されてきまし
た。

大山街道とは？

❺溝口神社
・高津ゆどうふ(限定900食)、
麦茶の無料提供
・焼きそば、汁粉の販売
・書道席上揮

き ご う

毫
・フリーマーケット　など

・高津ゆどうふ(限
定900食)、麦茶
の無料提供
・汁粉、じゃがバ
ター、みそ田楽、アユの塩焼きの販売
・カレーフェスタ（大山街道沿いの飲食店が
オリジナルカレーを作成）
・書道席上揮

き ご う

毫
・市民健康の森の竹を利用したおもちゃの
販売　など

❶二子神社

・麦茶の無料提供
・焼きそばの販売
・「交通安全ゆとり号」
の体験　など

❷飯島商店前

・豚汁、赤飯、巻きずしなどの
販売
・大山街道沿いの商店や伊勢原
市観光協会による物産市
・フリーマーケット　など

❸溝口緑地(高津図書館前)

高津の隣人まつり

大山街道フェスタ
ファイナル

お茶席
プチお座敷遊び

さあ、大山街道を歩こ
う！

❹大山街道ふるさと館

○�大山街道アクションフォーラ
ムによる各種イベント

・�カレーフェスタ（大山街道沿い
の飲食店がオリジナルカレー
を作成）
・アユの絵付けワークショップ
・てづくり市

・高津のまちアーカイブ展
・地域が創出するカルチャー展

大山街道ふるさと館まつり

大山みちまちウイークエンド

　大山街道とその周辺の地域資源を生かし
た魅力あるまちづくりを目指して、イベント
や情報発信を行っています。大山街道を一
緒に盛り上げてくれる仲間やアイデアも随時
募集中。地元のまちづくりに参加してみませ
んか。

大山街道アクションフォーラムとは？



偶数月の第３日曜は高津さんの市です。今月は久本薬医門公園で２月17日㈰に開催。 区役所地域振興課☎861-3133 861-3103
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１歳児歯科健診
　 3月４日㈪９時～10時半 区役所
歯科室 １歳３カ月未満の幼児30人

2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］

ホールDEコンサート
　吹奏楽、合唱、楊

ようきん

琴などバラエティー
に富んだ生演奏を聞けます。 ３月３
日㈰13時半～15時半ごろ（開場13時）

高津市民館大ホール 小学生以上
の500人 ２月15日10時から同館
で整理券を配布（1人3枚まで）☎814-
7603 833-8175  ［先着順］
たちばなファミリーコンサート

　小さな子どもからシニアまで楽しめる
ジャズコンサート。 ３月２日㈯13時半
～14時半（開場13時） プラザ橘第3・
第4学習室 120人 ２月16日10時
から同施設で整理券を配布（１人４枚ま
で）☎788-1531 788-5263 ［先着順］
「てづくり市」
　小物、雑貨、アクセサリーなどオリ
ジナル作品を販売。 ２月17日㈰10
時～15時 市民プラザ屋内広場 同
施設☎888-3131 888-3138
趣味の教室発表会

　作品展示、舞台発表、お茶会、体
験講習会や作品販売など。 ３月２日
㈯、３日㈰、10時～16時 市民プラザ
屋内広場他 同施設☎888-3131
888-3138
あん☆あんフェスタ

　「危険を知って、そなえよう」をキー

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

ワードに、防災、交通安全、防犯など
身の回りの「危険」や「備え」について、
楽しみながら考えましょう。 ３月９日
㈯11時～15時 武蔵溝ノ口駅南北
自由通路他 区役所危機管理担当☎
861-3146 861-3103

はじめての歯みがき教室
　 ３月５日㈫９時半～11時半 区役
所歯科室 ４カ月～１歳未満の幼児と
保護者30組 ２月18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］
離乳食教室

　 ３月８日㈮、19日㈫、13時45分～
15時（両日同内容） 区役所保健ホー
ル ４～６カ月の乳児と保護者（大人の
みの参加可） 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 ［事前申込制］
幼児食教室

　 ３月７日㈭10時15分～11時15分
区役所保健ホール １歳半～２歳頃

の幼児と保護者 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 ［事前申込制］
マタニティー料理教室

　妊娠期の栄養・食生活
に配慮したメニューを作
ります。 ３月13日㈬９
時半～13時 区役所栄
養室 妊娠32週までの

妊婦12人 食材費500円程度 ２
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］
誤
ご

嚥
えん

性肺炎予防講座
　 ３月20日㈬13時半
～15時 老人福祉・地域
交流センター 60歳以
上30人 ２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］
柴田愛子さん（りんごの木代表）
講演会「こどものみかた」

　子育てにイライラしたり、悩んでい
るお母さんをはじめ、子育てに関わる
全ての人に向けた講演会。 ３月８日
㈮10時～11時半 高津市民館大会
議室 150人（保育あり、１歳～未就
学児15人、要予約） ２月15日９
時から電話、FAX、区HPで区役所地
域ケア推進担当☎861-3313 861-
3307 ［先着順］
普通救命講習Ⅰ

　心肺蘇生法やAEDの取り扱い方法

などの講義と実習。受講者に修了証
を交付。 ３月４日㈪９時～12時 高
津消防署 30人 800円 ２月18
日９時から直接か電話で市消防防災
指導公社☎366-2475 272-6699 

［先着順］
春休み子ども短期水泳教室

　水が初めての
子どもから泳法
上達を目指す子
どもまで参加可能。定員、費用など
詳細はお問い合わせください。 ３月
２日～４月５日、７時45分～８時45分

市民プラザプール ２月24日10
時から直接、市民プラザ体育施設☎
857-8818 866-0382 ［先着順］
老人福祉・地域交流センター前期講座

　「高津地名今昔」「男性の簡単料理」
「楽しく歌おう」など全12講座。詳細
はお問い合わせください。 ４月～８月

市内在住60歳以上 ２月18日～
22日16時に本人がハガキ１枚持参で
直接、老人福祉・地域交流センター☎
853-1722 853-1729 ［抽選］

第18号

　区では、認知症につい
て正しく理解し、認知症
の人やその家族を応援す
る「認知症キッズサポー
ター」になるための講座
を、わくわくプラザや中学
校などで開催しています。

「認知症って聞いたことがあるけれど、どんな病気？」「認知症の人にど
う接したらいいの？」。そんな子どもの「？」に答える講座です。講座開催
の依頼は随時受け付けています。

区役所地域支援担当☎861-3259 861-3307

認知症キッズサポーター養成講座

　フラやベリーダンス教室などの発表会やフリーマーケット、子ども縁日な
ど誰もが楽しめるイベントです。英国オリンピック・パラリンピック代表チー

ム応援ブースでは、アン
ケートに答えると英国菓
子がもらえます。

高津スポーツセンター☎813-6531 813-6532

　災害時における基礎的な技術を習得でき
る他、防災関係機関による災害応急訓練を
間近で体験できます。誰でも参加できる訓
練も多数。万一の災害に備えましょう。
日時　３月３日㈰10時～12時　場所　橘小学校

区役所橘出張所☎777-2355 777-4299
※荒天の場合は3月10日㈰に延期

　コンサート中の地震発生を想定し、避難を体験できます。避難後には洗
足学園音楽大学講師たちによるハープ２台とフルートの演奏で、名曲の数々
をお楽しみいただけます。
日時　３月９日㈯14時～15時半
場所　洗足学園前田ホール（久本2-3-1）
曲目　春の海/宮城道雄、星に願いを/L.ハーライン　他
定員　500人

２月15日から洗足コンサートガイドHPで。［先着順］
洗足学園音楽大学事務局長室☎856-2713。区役所危機管理担当☎

861-3146 861-3103

区役所地域振興課☎861-3134 861-3103

日時　２月26日㈫12時～12時40分
場所　区役所1階ロビー
出演　E

ア ン サ ン ブ ル

nsemble C
カ ン ナ

ANNA（ファゴッ
ト四重奏）

曲目　くるみ割り人形より『花のワ

ルツ』/チャイコフスキー
ディズニー・ファンティリュージョン！/
ブルース・ヒーリー

第206回

たかすぽフェス

橘地区自主防火防災訓練

避難体験コンサート

　トランポリンや卓球バレー、車いす体験な
どが楽しめます。2010バンクーバーパラリン
ピック銀メダリストのトークショーもあります。

日時　２月16日㈯10時～15時
場所　高津スポーツセンター

スポーツインクルージョン縁日
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