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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）

区民祭パレード
の様子
（昭和57年頃）

ふるさとアー
カイブ

　今年はどんなパ
レードが行われる
のでしょうか。楽
しみですね。

担当お気に入りの１枚

今 月 は 高 津 の夏 祭 り 特 集 で す

楽しみ方十人十色

　市消防音楽隊や小・中学、高校生

による音楽演奏、連合町内会による

伝統の「納太刀（おさめだち）」の披露、

多くの団体によるパレード、各種展

示ブース、屋台の出店など。

時間　13時半～19時半※荒天中止

場所　大山街道と周辺

高津区民祭実行委員会事務局

☎844-7778 281-7333

第46回高津区民祭

内容　ふるさと芸能大会、お楽し

み抽選会（対象：小学生以上の区

内在住者）、子ども広場（工作コーナー、移動動

物園など）、地元産野菜の即売会など。

時間　9時半～17時15分

場所　市民プラザ

区役所橘出張所☎777-2355 777-4299

第40回橘ふるさと祭り

内容　缶バッジ作り、縁日コーナー、音楽とマジックショー、

インスタ映えコーナーなど楽しいイベントが盛りだくさん。キッ

チンカーや地元野菜の販売も。

時間　10時～14時　場所　高津老人福祉・地域交流センター

高津老人福祉・地域交流センター☎853-1722 853-1729

第12回高津老人福祉・地域交流センターまつり

内容　神田陽子（講談）、立花家橘之助（浮世

節）、三遊亭歌る多（落語）による古典芸能。

時間　15時～　場所　市民プラザ

人数　区内在住・在勤の230組460人

7月16日(消印有効)までに往復ハガキ（１枚2名まで）に、郵便

番号・住所・氏名・電話番号（返信用ハガキにも住所・氏名）を記入し、

〒213-0022高津区千年1362-1高津区役所橘出張所まで。［抽選］

前夜祭 橘ふるさと祭り第４０回記念
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第22回溝口駅前納涼盆踊り大会

内容　盆踊り、模擬店、ビンゴゲーム、地域参加イベント、

マルイファミリー溝口イベント（こども浴衣ショー）など

時間　16時～20時※雨天中止

場所　ノクティ２ビル屋上広場（溝口１-４-１）

第２２回溝口駅前納涼盆踊り大会実行委員会☎814-7777 813-7061
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　収集車の展示と、古着(衣類・

シーツなど)と小型家電（携帯電話・

デジカメなど）の回収を行います。

時間　10時～15時半

場所　高津図書館前ブース

環境局宮前生活環境事業所

☎866‐9131 857‐7045

スケルトン車展示、
古着・小型家電回収

　地域団体による発表、模擬

店、子ども縁日。

※内容によって時間が異なりま

す。詳細はお問い合わせください。

場所　高津スポーツセンター

高津スポーツセンター☎813

‐6531 813‐6532

タカスポ祭

　アユの絵付けワークショップを行いま

す。大山街道活性化の取り組み紹介も。

時間　13時半～16時半

　　　（当日先着50人）

場所　岩崎酒店（溝口3-11-15）前

費用　200円（ワークショップのみ）

区役所地域振興課☎861‐3133

861‐3103

大山街道アクションフォーラム

7/28
㈰



今月のふくシティたかつは17日㈬、18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。 区役所高齢・障害課☎861-3252
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案内
１歳児歯科健診

　 ８月21日㈬９時～10時半 区役

所歯科室 １歳３カ月未満の幼児30

人 ７月19日から直接か電話で区

役所地域支援課☎861-3259 861-

3307 ［先着順］

第25回参議院議員通常選挙

期日前投票について

　期日前投票では、高津区役所と橘出張

所で投票ができます。詳細は、選挙時に

郵送される案内をご覧ください。 区選

挙管理委員会☎861-3124 861-3103

イベント
大山街道ふるさと館企画展「上田文書か

ら見たふるさと高津の幕末・明治維新」

　館所蔵の「上田文書」が市地域文化

財に決定した記念に企画展を開催し

ています。 ８月29日まで、10時～

17時 大山街道ふるさと館展示室

同館☎813-4705 712-0034

たかつサロンDEコンサート

　出演：C
ク ー ル

OOL C
キ ャ ッ ツ

ATS S
サ ク ソ フ ォ ン

AXOPHONE 

Q
カ ル テ ッ ト

UARTET（曲目：情熱大陸、夏の思

い出 他） ７月21日㈰12時10分～12

時45分 高津市民館談話コーナー

同館☎814-7603 833-8175

夏休み子ども映画会

　「忍たま乱太郎」「スーパーマリオの

消防隊」「まんが日本昔ばなし」などか

ら3本程度を上映。 7月23日㈫❶

10時～❷13時～❸16時～で各回1時

間半程度 ❶橘出張所（橘小学校へ変

更する場合あり）❷悠友館（新作1-17-

3・養福寺バス停徒歩3分）❸プラザ橘

３歳～小学生と保護者の当日先着で

❶❷各100人❸120人 区役所橘出

張所☎777-2355 777-4299

区のお知らせ

申し込み方法は市版5面参照

ユニカール大会参加者募集

　体育館で行うカーリングのようなス

ポーツで誰もが気軽に楽しむことがで

きます。 ７月28日㈰９時～11時 高

津スポーツセンター 小学生の部と一

般の部（中学生以上）で各8チーム（競技

は３人制で１チーム６名以内）。持ち物：

体育館履き 1人100円 ７月19日

までに電話か、ＦＡＸにチーム名、代表

者名（小学生の部は保護者名も）、連絡

先、人数を記載し、区役所地域振興

課☎861-3145 861-3103 ［抽選］。

※７月24日までに落選者のみ通知

たちばなファミリーコンサート

　洗足学園音楽大学の学生によるミ

ニコンサート ８月３日㈯❶11時～11

時45分❷13時半～14時半 プラザ

橘２階第３・第４学習室 ❶０歳以上❷

小学生以上、各１２０人。出演：洗足

学園音楽大学渡部ゼミ ７月20日

10時からプラザ橘窓口で無料整理券

配布（1人４枚まで）。プラザ橘☎788-

1531 788-5263 ［先着順］

ひょっこりひょうたん島

　ひとみ座による人形劇公演です。

9月21日㈯14時（開場13時半） 市民

プラザふるさと劇場 前売り1,500円

/当日1,800円（全席指定席。膝上鑑

賞ができる３歳未満は無料） 7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］

講座
親子の絆づくりプログラム

“赤ちゃんがきた！”

　赤ちゃんとの関わり方などを学び、

お母さん同士でお話ししませんか。

８月21日～9月11日の水曜、9時半

～11時半、全4回 高津市民館 ２

～４カ月頃の乳児（第１子）と母親20組

1,080円 ７月16日から直接、

電話、ＦＡＸで区役所地域ケア推進課

☎861-3313 861-3307 ［先着順］

離乳食教室

　 ８月１日㈭、20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）。 持ち物：母

子手帳 開催日までに直接か電話

で区役所地域支援課☎861-3259

861-3307 ［事前申込制］

はじめての歯みがき教室

　 ８月６日㈫❶９時半～❷10時半～

区役所歯科室 ４カ月～１歳未満の

歯が生えた乳幼児と保護者30組

７月18日から直接か電話で区役所地

域支援課☎861-3259 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

を学びます。受講者に修了証を配布

８月19日㈪９時～12時 高津消防署

30人 800円 ７月29日から８月

14日までに電話で市消防防災指導公

社☎366-2475 272-6699 ［先着順］

保育ボランティア入門研修

　市民館の保育活動について学びま

す。 ８月22日～９月26日の木曜、10

時～12時、全６回 高津市民館 20

人 ７月26日10時から直接、電話、

ＦＡＸで同館☎814-7603 833-8175 

［先着順］。※申込書は同館で配布。

初心者大歓迎☆男性料理教室

　簡単でおいしいレシピ、料理のこつ

や食生活のポイントなどを学びます。

８月30日、９月13日、20日の金曜、

９時半～13時、全３回 区役所栄養

室 区内在住で50歳以上の男性16

人 500円程度 ７月25日から直

接か電話で区役所地域支援課☎861-

3259 861-3307 ［先着順］

　自宅の周辺地域にある災害リスクを確認して、どのように備

えればよいかを考えてみませんか。参加者一人ひとりにオリジ

ナルの防災マップを作成していただきます。

日時　8月9日㈮14時～16時　場所　高津区役所第2・3会議室　定員　４０人

７月16日から7月31日までに参加申込書(区役所で配布の他、区HPでも)

を直接、電話、FAXで区役所危機管理担当☎861-3148 861-3103 ［先着順］

マイ減災マップワークショップ

日時　9月7日㈯

　　　❶11時半～12時半❷14時～15時

場所　高津市民館大ホール

定員　各500人

入場料　中学生以上：前売券900円／当日券1,000円

　　　　0歳～小学6年生：前売券90円／当日券100円

前売券は文教堂書店溝ノ口本店（久本3-1-28）・溝ノ口駅前店（溝口1-3-1

ノクティ1の7F）にて7月19日から9月2日まで販売。当日券は10時から販売。

［先着順］ 区役所地域振興課☎861-3133 861-3103

子どもから大人まで楽しめる

オペラ「泣いた赤鬼」

第21号

　ミニショップアイメイトでは、視覚に障害のある

人とボランティアによる、手編みのアクリルたわし

やストラップ、また弱視のある方によるミシンを使っ

た袋やエプロンなどの手芸用品の製作・販売を行っ

ています。作業は10時から16時までで、お昼の時間は、おしゃべりをし

ながら情報交換をする楽しいひとときです。視覚障害者ならではの苦労

や、悩みなどを話しながら、少しでも気持ちが楽になれる場所を目指し

ています。（代表 大
おおすき

漉純
すみ

子
こ

）

区役所地域ケア推進課☎861-3313 861-3307

視覚障害者がつくるアクリルたわし

～ミニショップ　アイメイト～

区役所地域振興課☎861-3133 861-3103

日時　７月23日㈫12時～12時40分　場所　区役所１階ロビー

出演　 前川健生（テノール・声楽）

　　　赤松美紀（ピアノ）

曲目　 勿忘草/クルティス

　　　 オペラ『トゥーランドット』より

　　　「誰も寝てはならぬ」/プッチーニ 他

第210回
前川健生 赤松美紀

　大雨による道路冠水や床下浸水が発生する恐れが高い地域において、

公共用地を活用し「土のうステーション」を設置しました。土のうが必要な

場合は自由にお持ちください。

設置場所　❶市道久地20号線歩道部(かすみ堤そば 久地1-13)❷野川柿

生線歩道部(溝口駅南口 駅前広場そば 久本1-4)❸東高津公園内（東高津

小学校そば 北見方２-6）※場所・利用方法の詳細は、区HPでご確認くださ

い。

区役所道路公園センター整備課☎833-1221 833-2498

土のう置き場３カ所新設

検索高津区　土のうステーション

　土砂災害防止法に基づき、がけ崩れのおそれのある斜面を

土砂災害特別警戒区域に指定するため、8月から区内で現地調

査・測量を開始します。対象となる土地所有者などの皆さんには

別途通知いたします。詳細は

神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター工務課急傾斜地公園

班☎932-7193 932-8259

がけ崩れのおそれのある斜面を調査します

検索川崎治水センター

神奈川県からのお知らせ

台風シーズン

前に!!
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