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たかつサロンDEコンサート

日時　8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　民謡　佐々盛会

曲目　ソーラン節、佐渡おけさ、高津おどり、

　　　稲毛節　他

高津市民館☎814-7603 833-8175
区役所地域振興課☎861-3133 861-3103

日時　８月２７日㈫12時～１２時４０分

場所　区役所1階ロビー

出演　美島 佑哉（バイオリン）、安 里佳子（ピアノ）

曲目　愛の挨拶（エルガー）、

　　　ツィゴイネルワイゼン（サラサーテ）

第211回

美島 佑哉 安 里佳子

久末小で
行われた
久末農産物
品評会

（年代不詳）

ふるさとアー
カイブ

担当お気に入りの１枚

　区では、食と農を通して地
ち

参
さ ん

地
ち

笑
しょう

（地域に参加し、地域で笑う）に取り組む

「たちばな農のあるまちづくり」を進めています。

区役所地域振興課☎861-3133 861-3103

おいしい生活

　橘地区で採れた野菜の直売イベントです。

地元野菜を使用した加工品の販売もあります。

日時　偶数月の第３日曜　９時半～１２時

場所　久本薬医門公園（久本1-5）

　　　※雨天時は区役所

　　　1階ロビー

　区民はもちろん、農業、食などに関心のある人なら誰

でも参加できます。

【どんな活動？】

▷ファーマーズマーケット「高津さんの市」の開催

▷小学生を対象とした農体験

▷農資源・歴史遺産を中心とした地域の魅力の収集と発信

余興もあるよ

委員・

サポータ
ー

募集を

していま
す！

高津さん
の市

～地元野
菜の

ファーマ
ーズ

マーケッ
ト～

　区内の農風景、歴史遺産、グルメなどの写真の募集を「インスタグ

ラム」で受け付けます。

応募期間　11月30日まで

応募方法　❶区役所地域振興課公式アカウント（＠kawasaki_tachinou） 

をフォロー❷キャプションに「撮 影 場 所」「＃映え農2019」を入れ

「＠kawasaki_tachinou」を入力するか「kawasaki_tachinou」をタグ付

けして投稿❸入賞者には地元野菜を使用した食品などを贈呈

※詳細はそれぞれお問い合わせください

“ステキ
に

映え農”

フォト

コンテス
ト

次回は

８月18日（日）に

開催！



今月のふくシティたかつは22日㈭に区役所１階市民ホールで開催。出展団体は区HPでご確認ください。 区役所高齢・障害課☎861-3252 861-3249
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イベント
多世代でしゃべり場！

　海外ボランティアサークルで活動し

ている大学生と話そう！ ９月１日㈰

13時～15時 プラザ橘実習室 小

学生～シニアの20人 ８月20日17

時までに直接、電話、ＦＡＸでプラザ

橘☎788-1531 788-5263 ［抽選］

公園でできるゆるやかリフレッシュ

体操の体験会

　 ９月20日㈮14時～16時 区役

所第１、２会議室 50人 ８月25

日から電話で区役所地域支援課☎

861-3315 861-3307 ［先着順］

敬老のつどい

　昭和歌謡ショー、寸劇で分かる振

り込め詐欺、保育園児による歌など。

９月４日㈬14時～15時半（13時半

開場） 高津老人福祉・地域交流セン

ター 市内在住の60歳以上、当日先

区のお知らせ

申し込み方法は市版5面参照

着100人 高津老人福祉・地域交流セ

ンター☎853-1722 853-1729

講座
ひとりで悩まないで！

赤ちゃんがほしいあなたへ

　妊活を学ぶ全5回の講座です。（第１

回目の産婦人科医による公開講座の

みの受講も可） ９月29日、10月６日、

20日、11月10日、17日の日曜、14

時～16時 高津市民館 女性20人

（第１回目のみ30人、夫婦で参加可）

600円 ８月22日10時から直

接、電話、ＦＡＸで高津市民館☎814-

7603 833-8175 ［先着順］

イキメン講座「パパを楽しもう！」

　子どもとの遊び方や

カメラ講座など、子育

てを楽しむ講座です。

９月21日 ㈯、10月

12日㈯、20日㈰、27

日 ㈰、10時 ～12時、

全４回 すくらむ21

１歳～未就学児と男性

保護者10組（３、４回の

み保育あり） ８月１５日から電話かＦ

ＡＸで区役所地域ケア推進課☎861-

3291 861-3307 ［先着順］

マタニティ料理教室

　 ９月11日㈬、９時半～13時 区

役所栄養室 妊娠32週までの妊婦

12人。エプロン、三角巾、ふきん、

筆記用具持参 500円 8月15日

から直接か電話で区役所地域支援課

☎861-3259 861-3307 ［先着順］

離乳食教室

　 ９月５日㈭、17日㈫、13時45分

～15時（両日同内容） 区役所保健

ホール 生後４～６カ月頃の乳児と保

護者（大人のみの参加も可）。母子手帳、

筆記用具持参 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］

幼児食教室

　 ９月12日㈭10時15分～11時15

分 区役所保健ホール 1歳半～２歳

頃の子どもと保護者。母子手帳、筆

記用具、飲み物、お手ふき持参

前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

　 ９月３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各15組。

母子手帳、歯ブラシ持参 8月15日

から直接か電話で区役所地域支援課

☎861-3259 861-3307 ［先着順］

ふるさと探究講座

「溝口・上田家の醤
しょう

油
ゆ

製造」

　江戸時代後期～明治時代前期に栄

えた溝口・上田家の醤油製造の話。

９月14日㈯10時～12時 大山街道

ふるさと館イベントホール 50人

500円 ８月15日９時半から直接、

電話、ＦＡＸで大山街道ふるさと館☎

813-4705 712-0034 ［先着順］

フラダンス

　 毎週木曜（第３週と祝日を除く）11

時半～12時半 高津スポーツセンター

15歳以上 500円 高津スポーツ

センター☎813-6531 813-6532

普通救命講習Ⅰ

　 ９月９日㈪９時～12時 高津消

防署 30人 800円 ８月19日９

時から電話で市消防防災指導公社☎

366-2475 272-6699 ［先着順］

高津老人福祉・地域交流センター　

後期講座

　古典文学の楽しみ、ヘルシーおい

しい料理、シニアからの英会話・初級

など全１２講座。詳細はお問い合わせ

ください。 ９月～２年２月 高津老

人福祉・地域交流センター 市内在住

の６０歳以上 ８月19日～23日の

9時～16時に本人がハガキを持参し、

直接同センター☎853-1722 853-

1729 ［抽選］

案内
１歳児歯科健診

　 ９月18日㈬９時～10時半 区役

所歯科室 １歳３カ月未満の幼児30

人。 母子手帳持参 8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］

　毎月第４火曜の昼休みに区役所1階ロビーで開催している花コンサー

ト。１０月に「大きな花コンサート2019」と題して日曜に開催します。

日時　10月27日㈰14時開演（13時半開場）

場所　高津市民館大ホール

定員　600人

出演　❶M
ム ジ カ

usica R
レ ジ ー ナ

egina…髙橋 渚（バイオリン）、永易 理恵（ピアノ）

　　　❷L
リ ベ ル カ ン ト

ibercanto… 田村 洋貴（バリトン）、金 理愛（ソプラノ）、

　　　　　　　　　　 赤松 笑（ピアノ）

曲目　❶ タイスの瞑想曲：マスネ

　　　　ツィゴイネルワイゼン：サラサーテ他

　　　❷ 待ちぼうけ：北原 白秋／山田 耕筰

　　　　 私の太陽：Ｇ.カプッロ／

Ｅ.カプア他

９月９日（必着）までに往復ハ

ガキ（１枚で２人まで申し込み可）

で、往信面に申込者の住所・氏名

（ふりがな）・電話番号と同行者

の氏名（ふりがな）を、返信表面

に申込者の住所・氏名を記入し、

〒213-8570区

役 所 地 域 振 興

課「大きな 花コ

ンサート」係 ☎

861-3133

861-3103 

［抽選］

大きな花コンサート 2019

髙橋 渚 永易 理恵

田村 洋貴 金 理愛 赤松 笑

高津区子どもフェア

地域の防災訓練情報

区民車座集会　傍聴者募集

　段ボール舟レース、ウナギ・ドジョウのつかみ取り、

ふれあい動物園など、多摩川に親しみ、家族で楽しめ

るイベントです。

日時　８月２５日㈰１０時～１４時　※荒天中止

場所　多摩川新二子橋下周辺

区役所地域振興課☎861-3145 861-3103

区役所危機管理担当☎861-3148 861-3103

　『「地域活動」への参加　一歩先へ　

～子育てや働き方改革等を機会に 

横のつながりを～』をテーマに市長と

区民、地域活動団体、事業者など

が意見交換を行います。

日時　９月２日㈪１８時～２０時

場所　高津市民館談話コーナー

定員　当日先着３０人

※手話通訳あり。保育あり（未就学児のみ。8月26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）。当日は市ＨＰで動画配信あり

区役所企画課☎861-3131 861-3103

日程 時間 自主防災組織名 場所

9月8日㈰ 9時半～12時半 二子第２・３・４町会合同 二子神社境内
9月14日㈯ 9時～11時半 北見方町会自主防災組織 北見方公民館広場

9月15日㈰ 9時半～11時40分
パークシティ溝の口
共同防災管理協議会

パークシティ溝の口
敷地内

9月16日㈪ 10時～12時
二子第１・５町会合同 北見方交番西側公道

久地第1町内会 久地円筒分水周辺

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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