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区役所駐車場は混雑します。区役所、みぞのくち市税事務所にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。編集：高津区役所企画課☎861-3131 861-3103

　一家総出で
出荷作業をし
ている一枚。
久末にて。（昭
和57年）

農作物の出荷
作業の様子

ふるさとアーカイブ

　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。
日時　11月18日㈰12時10分～12時45分　場所　高津市民館談話コーナー　
出演　野川中学校吹奏楽部
曲目　千の風になって、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス他

高津市民館☎814-7603 833-8175

たかつサロンDEコンサート

　０～３歳児と保護者を対象としたコンサートです。
日時　12月６日㈭10時半～11時半（開場10時）　場所　高津市民館大会議室
定員　０～３歳児と保護者200人　出演　フルートカルテット　
曲目　クリスマスメドレー他

11月18日10時から高津市民館で整理券配布（１人４枚まで。先着200枚）
☎814-7603 833-8175 ［先着順］

おやこDEコンサート

ざらきProject

日時　11月27日㈫12時～12時40分　
場所　区役所1階ロビー
出演　【ざらきProject】末武稀更（ピアノ）、
　　　杉森絵里（ピアノ）、関口太偲（バイオリン）
曲目　ラプソディー・イン・ブルー /G.ガーシュウィン
　　　リベルタンゴ/A.ピアソラ

区役所地域振興課☎861-3134 861-3103

第203回 花コンサート

第29回 高津区民音楽祭
【区内最大級の参加型コンサート】

　市民グループによる演奏が行われる参加型の音楽祭！今回はバンド、器楽、コーラスの3日間で過
去最多の38団体が参加し、さまざまな音楽を奏でます。景品がもらえるスタンプラリーや来場者も
一緒に歌う企画など、みんなが楽しめる内容が盛りだくさん。ぜひご来場ください。

担当お気に入りの１枚

PRポスター展示・写真展
　参加グループのPRポスターを展示します！ どんなグループが参加するのか事前に
チェック！ これまでの音楽祭の歩みがわかる写真展も行いますので、ぜひご覧ください。
日程　11月29日㈭～12月２日㈰　場所　高津市民館ギャラリー

※詳細は市内公共施設などで配布中のチラシか、区HPをご覧ください

【ロック・ジャズ・ポップス】
日時　11月17日㈯14時半開演
場所　市民プラザ屋内広場

【コーラス】
日時　12月２日㈰14時開演
　　　（13時半開場）
場所　高津市民館大ホール
定員　当日先着600人

【器楽】
日時　12月１日㈯13時半開演
　　　（13時開場）
場所　高津市民館大ホール
定員　当日先着600人

区役所地域振興課☎861-3133 861-3103

音楽って、未来。 高津区
Sounds,Future!



年末の交通安全キャンペーン　12月11日㈫15時～16時。武蔵溝ノ口駅キラリデッキ円筒広場で 区役所危機管理担当☎861-3146 861-3103
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市HPの洪水ハザードマップ（高津
区）を訂正しました

　市ＨＰで公開している洪水浸水想定
区域（鶴見川水系）のデータに誤りがあ
りました。区役所などで配布している
洪水ハザードマップや市HPを再度ご確
認ください。 建設緑政局河川課☎
200-2904 200-7703
１歳児歯科健診

　 12月３日㈪９時～10時半 区役
所歯科室 １歳３カ月未満の幼児30
人 11月16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］
キラリデッキイルミネーション！

　高津区の表玄関「溝口駅前」のキ
ラリデッキをLED電球の光で演出し
ます。 11月９日～１月７日16時～
24時 溝口駅前キラリデッキ イ
ルミネーション実行委員会☎814-
7777 813-7061

アートごころ、すくすく。
クリスマスリースをつくろう！

　 12月１日㈯、２日㈰、10時～16時
（各日最終受け付け15時） 市民プ
ラザ 各60人（5歳未満は保護者同
伴） 1,200円 11月15日９時か
ら直接か電話で市民プラザ☎888-
3131 888-3138 ［先着順］。※定
員に達しない場合は当日参加可。
はじめての歯みがき教室

　 12月14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 11月19日から
直接か電話で区役所地域支援担当☎

区のお知らせ
申し込み方法は市版5面参照

861-3259 861-3307 ［先着順］
離乳食教室

　 12月７日㈮、18日㈫、13時45分
～15時（両日同内容） 区役所保健ホー
ル ４～６カ月頃の乳児と保護者（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

　 11月15日㈭10時15分～11時15
分 区役所保健ホール １歳半～２歳
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］
ぴょんぴょん親子体操教室

　 11月27日～３月12日の火曜（12
月25日、１月１日を除く）、10時40分
～11時40分、全14回 高津スポー
ツセンター ２・３歳児と保護者50組

9,800円 11月15日から直接か
電話で高津スポーツセンター☎813-
6531 813-6532 ［先着順］

たかつ花街道の花植え体験
　溝口駅前周辺の
花壇に花を植えま
せんか。軍手持参。

12月１日㈯10時～12時。荒天中止
久本薬医門公園（久本1-5-19）10時

集合 区役所道路公園センター整備
課☎833-1221 833-2498
高齢者見守りネットワーク講演会
「誰でもできる地域のみまもり」
　自分たちの“地域のみまもり”につい
て、考えてみませんか。 12月14日㈮
13時半～15時半 区役所第１、２会議
室 区内在住の100人 11月15日
から電話かFAXで区役所地域支援担当
☎861-3315 861-3307 ［先着順］
は～ぁとまつり2018

　展示や各種体験コーナー、飲食

　「こんにちは赤ちゃん訪問員」とは４カ月までの赤ちゃんがいる家庭を対象
に、笑顔と「おめでとう」を届けるボランティアです。
日時　12月７日㈮13時半～16時　場所　区役所2階第4相談室　対象　民
生委員・児童委員、子育てボランティア・グループなど子育て支援活動経験者

12月6日までに直接か電話で区役所地域支援担当☎861-3335
861-3307 ［事前申込制］

　旬で新鮮な地元野菜を使用した色鮮やかなクリスマス料理
を作りませんか。
日時　12月８日㈯10時～13時　場所　高津市民館料理室　
定員・対象　小学４年生以上の子どもと保護者12組24人

11月22日までに電話かFAXで区役所地域振興課☎861-3133 861-3103 ［抽選］

　区内小学校の児童による環境学
習の発表や、講演会などを行います。
日時　12月２日㈰13時半～16時半　
場所　区役所第１会議室

区役所企画課
☎861-3131 861-3103

　「マンションコミュニティ
を考える　～10年後の豊
かな暮らしに向けて自分が
できること～」をテーマに、
市長と区民、事業者が意
見交換を行います。
日時　12月８日㈯14時～16時　場所　パークシティ溝
の口　集会室（久本３－６）　定員　当日先着50人
※手話通訳あり。保育あり（未就学児のみ。11月30
日までに電話かFAXでサンキューコールかわさき☎
200-3939 200-3900）。市HPで動画配信あり

区役所企画課☎861-3130 861-3103

日程 時間 自主防災組織名 場所
11月18日㈰ ９時半～11時半 メイフェアクラブ 久本鴨居町公園
11月18日㈰ 10時～12時 溝の口ガーデンプレミア自治会 溝の口ガーデンプレミア敷地内
11月23日㈷ 10時～12時 明石穂自治会・蟹ケ谷槍ケ崎自治会合同 明石穂集会所
11月24日㈯ 10時～12時 県営久末アパート自治会 県営久末アパート２・３棟間公園
11月25日㈰ 10時～12時 千年町会 橘小学校

こんにちは赤ちゃん訪問員養成研修会

～地元野菜で彩るクリスマス料理の巻～

「エコシティたかつ」推進フォーラム

区民車座集会　傍聴者募集

地域の防災訓練情報

販売、ステージなど。 11月17日
㈯11時～15時 市中央療育セン
ター☎754-4559 788-9263
子ども・子育てフェスタ
～きてみて・つながる・たかつっ子～

　コンサートや工作など子どもと楽し
めるイベントや子育て情報がいっぱい
です。 11月17日㈯10時半～15時

高津市民館 区役所地域ケア推進
担当☎861-3313 861-3307
在宅医療シンポジウム～住み慣れ
た家で最期まで暮らすために～

　訪問診療医の講話を通じて在宅医
療を学びます。 12月１日㈯14時～
16時 区役所第１会議室 100人

11月15日９時から直接、電話、
FAXで区役所地域ケア推進担当☎
861-3313 861-3307 ［先着順］
ウオーキングイベント（秋）

　景色や紅葉を楽しみながらのんび

り歩きます。 11月23日㈷９時15
分～10時50分。荒天中止 市民プ
ラザ集合 30人 11月15日9時
から直接か電話で市民プラザ☎857-
8818 866-0382 ［先着順］
秋のサポーターズクラブまつり

　スタンプラリー（景品あり）、大山街
道納め太刀体験、林家錦平による落
語、高津さんの市など。 11月25
日㈰10時～14時半 大山街道ふ
るさと館☎813-4705 712-0034
たかつde笑顔！
ファミリースポーツ縁日

　ストラックアウト、ボッチャなどが
体験できます。 12月１日㈯10時～
15時 久本小学校校庭・体育館 高
津総合型スポーツクラブSELF☎833-
2555 833-3006。 区役所地域振
興課☎861-3145 861-3103

たちばな野菜で！！ 親子エコ・クッキング

クイックミ
ルクプリン

根菜のオレ
ンジスープ

クリスマスツ
リーピラフ

×

区役所危機管理担当☎861-3146 861-3103

第16号

★二子・坂戸地区
　こんにちは赤ちゃん訪問員が中心となって、29
年から始まった子育てサロン「コアラ」。ママたちが
ホッとできるよう赤ちゃんを抱っこしたり、時には
ゆっくりとお話を聞いたりしています。ママ同士の
情報交換も活発に行われ、ママ友の輪を広げています。
日時　毎月第２水曜10時～11時半（1月、8月は休み）
★子母口地区
　子母口周辺の保護者や子どもたちが交流できる
場として、29年から子母口こども文化センター「子
母口サロン」で開催。育児相談や手遊び、読み聞
かせを行っています。ボランティアとして地域のベ
テラン助産師やお孫さんのいる世代も参加し、アッ
トホームでにぎやかな空間になっています。　
日時　毎月第4月曜日10時～11時（変更の場合あり）

区役所地域支援担当☎861-3315 861-3307

～子育てサロン紹介　二子・坂戸＆子母口～


