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年末の交通安全キャンペーン　１２月１１日（水）１５時～１６時。武蔵溝ノ口駅南北自由通路で。 区役所危機管理担当☎861-3146 861-3103

消防署
音楽隊

（年代不詳）

ふるさとアー
カイブ

担当お気に入りの１枚

音が調和し曲を奏で、

人が出会いまちをつくる

このたびの台風１９号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災された皆さまが一日も早く、普段通りの生活を取り戻せるよう、職員一丸となって取り組んでまいります。
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　区内で活動する市民音楽グ

ループが企画や準備に携わり、

作りあげた「区民の、区民によ

る、区民のための」音楽祭です。

豪華景品がもらえる３０回記念

スタンプラリーや参加グループ

がリードして来場者が一緒に歌

うなど、楽しい企画が盛りだく

さん。ぜひご来場ください。

※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

区役所地域振興課

☎861-3133 861-3103

～音楽からつながるまち・たかつ～

高津区民音楽祭 ～区内最大級の手作りコンサート～

日時　１１月１７日㈰１２時１０分～１２時４５分

場所　高津市民館談話コーナー

出演　Ｔ
ザ

ＨＥ Ｗ
ウ ェ ス ト

ＥＳＴ Ｅ
エ ン ド

ＮＤ

曲目　Please Mr.Postman、This Boy、

　　　恋したら他

高津市民館☎814-7603 833-8175

たかつサロンＤＥコンサート

第２１３回 花コンサート

日時　１１月２６日（火）１２時～１２時４０分

場所　区役所１階ロビー

出演　fl
フルート

ute e
ア ン サ ン ブ ル

nsemble e
エ フ

ff（杉浦容子、林晃子、阿

部絵里奈、目黒裕子＝写真左から）

曲目　くるみ割り人形より「葦笛

の踊り」（チャイコフスキー）、Ｇ線

上のアリア（バッハ）

区役所地域振興課

☎861-3133 861-3103

日時　１２月１日㈰１３時半～１４時半

場所　プラザ橘２階第３・４学習室　定員　１２０人

出演　サークルねぎぼうず

曲目　あわてんぼうのサンタクロース、Lemon

１１月１７日１０時からプラザ橘窓口で整理券配布（１人４枚まで）。

プラザ橘☎788-1531 788-5263 ［先着順］

たちばなファミリーコンサート

～イングリッシュハンドベルによる天使のハーモニー～

おやこＤＥコンサート

　０～３歳の子どもと保護者を対象としたコンサートです。

日時　１２月５日㈭１０時半～１１時半（開場１０時）

場所　高津市民館大会議室　定員　２２０人

出演　奥貫亜矢子（メゾ・ソプラノ）、伊藤貴子（ピアノ）

曲目　「ジブリの世界」となりのトトロ他、

　　　「クリスマスソング」ジングルベル他

１１月１６日１０時から高津市民館で整理券配布（１人４枚ま

で）。☎814-7603 833-8175 ［先着順］

【器楽】

日時　１２月７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

【コーラス】

日時　１２月８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

【ロック・ジャズ・ポップス】

日時　１１月２３日（土・祝）15時開演

場所　市民プラザ屋内広場
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子ども・子育てフェスタ
～きてみて・つながる・たかつっ子～

イベント
高津学：郷土の文化遺産「久地円筒

分水、二ヶ領用水」学習会

　 11月20日㈬18時半～20時半（18

時開場） 区役所５階第１会議室 当

日先着50人 区役所地域振興課☎

861-3133 861-3103

たかつde笑顔！

ファミリースポーツ縁日

　 11月30日㈯10時～14時※雨天縮

小決行 久本小学校校庭 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

保育園作品展

えがおいっぱい　たかつっ子

　 11月14日㈭16時～20日㈬18時

（18日を除く） 高津市民館１２階ギャ

ラリー 区役所保育所等・地域連携

担当☎861-3373 861-3307
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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～

　末期がん患者の在宅療養をテーマ

に医師の話を聞きます。 12月７日

㈯14時～16時 区役所５階第１会議

室 100人 11月15日から直接、

電話、FAXで区役所高齢・障害課☎

861-3255 861-3249 ［先着順］

動物愛護プチフェアinたかつ

　ペットの防災対

策をテーマにした

パネル、かわい

い犬や猫の写真を展示します。 12月

２日㈪～６日㈮10時～17時※６日は16

時まで 区役所1階市民ホール 区役

所衛生課☎861-3322 861-3308

健康フェア　３Ｂ体操

　音楽に合わせ、ベルを使って体を

動かしましょう。 12月２日㈪13時～

15時 高津老人福祉・地域交流セン

ター 市内在住の60歳以上30人

11月18日９時から本人が直接か電

話で高津老人福祉・地域交流センター

☎853-1722 853-1729 ［先着順］

学ぼう！大人の発達障害

～生きづらさの理解とその対応～
　　　

　精神科医の話を聞き、発達障害へ

の配慮や支援を学びます。 12月23

日㈪10時～11時半 区役所１階保健

ホール 50人 11月18日から直

接、電話、FAXで区役所高齢・障害課

☎861-3309 861-3249 ［先着順］

講座
アートごころ、すくすく。

クリスマスわ・わ・わリースをつくろう！

　クリスマスリース

を作ります。 12

月７日㈯、８日㈰、

10時 ～16時 市

民プラザ屋内広場

各60人 1,220円 11月16日

から直接か電話で市民プラザ☎888-

3131 888-3138 ［先着順］※定員

に達しなかった場合は当日参加可

「趣味の教室」新規受講生募集 　　　

　フラワーデザイン、着物の着付け・

時代着付け、盆栽、絵画、パッチワー

クキルト、コーラス、ストレッチ健康

体操など24講座29教室。受講料は

月額4,180円から。月単位で始めるこ

とができます。講座の内容、申し込

み方法など詳細はお問い合わせくだ

さい。 市民プラザ☎888-3131

888-3138

ジュニアテニス教室 　　　

　 12月９日～３月30日の月曜のう

ち全10回※開催日はお問い合わせく

ださい❶16時40分～17時半、❷17

時半～18時20分 高津スポーツセ

ンター小体育室 ❶小学１～３年生❷

小学４～６年生、各30人 各7,400

円 11月15日９時から直接か電

話で高津スポーツセンター☎813-

6531 813-6532 ［先着順］

案内
古着回収窓口を開設します

　衣類、シーツ、タオル類、カーテン、

帽子などを回収します。 11月18日

㈪～22日㈮９時半～11時半 区役所

市民ホール 宮前生活環境事業所☎

866-9131 857-7045　　　　
第23号

　コグニサイズとは頭と体を同時に使うエクサ

サイズで、認知症予防に効果があると言われ

ています。

　メンバーは男性のみですので、女性ばかり

の場には何となく顔を出しにくいという人も参

加しやすいです。月に１度、末長の介護施設のスペースをお借りして、

笑いの多い和やかな雰囲気で活動しています。

　一緒にコグニサイズを行う仲間を募集中です。興味のある人はお問い

合わせください。

区役所地域支援課☎861-3315 861-3307

男性コグニサイズグループ“MEN’S コグニーズ”

日時 場所 対象等

離乳食
教室

12月6日㈮、17日㈫
13時45分～15時

(両日同内容)

保健
ホール

4～6カ月頃の乳児と保
護者(大人のみの参加も
可)。母子健康手帳、筆
記用具持参

開催日までに
直接か電話で。 

［事前申込制］

はじめて
の歯みが
き教室

12月3日㈫
❶9時半～
❷10時半～

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。母子健康手帳、
歯ブラシ持参

11月15日から
直接か電話で。
 ［先着順］

１歳児
歯科健診

12月18日㈬
9時～10時半

保健
ホール

1歳3カ月未満の幼児
30人。
母子健康手帳持参

11月18日から
直接か電話で。
 ［先着順］

区役所地域支援課
☎861-3259 861-3307教室・健診案内

地域みまもり
支援センター

市民提案型協働事業募集 キラリデッキイルミネーション

たかつ花街道の花植え体験

　地域の課題解決のために、区と協働で実施する

事業の提案を募集します。リニューアルして実績が

ない団体でも応募できるようになりました。

１1月12日～1月10日までに提案書と添付書

類を直接か郵送（必着）で〒213-8570区役所企画

課☎861-3131 861-3103 ［選考］

※詳細は区役所、高津市民館などで配布する募集

案内か区ＨＰをご覧ください

　オープニングコンサート、体験型音楽イベント・ドラミングハイ、お

子様似顔絵缶バッジ、ベビーマッサージなど親子で楽しめるイベントが

盛りだくさん。

日時　１１月１６日㈯１０時半～１５時　場所　高津市民館

※事前申込制や当日整理券配布のイベントもあります。詳細は区役所、

高津市民館などで配布中のチラシをご覧ください

区役所地域ケア推進課☎861-3313 861-3307

　約18万球のLED電球で駅前を

華やかに彩ります。

日時　11月15日～１月13日16時

～24時

場所　溝口駅前キラリデッキ

点灯式　11月15日㈮16時40分。

武蔵溝ノ口駅南北自由通路

イルミネーション実行委員会

☎814-7777 813-7061

　溝口駅前周辺（区役所前～久本バス停前）

の花壇に花を植えませんか。一緒に花があ

ふれる街をつくりましょう。軍手持参。

日時　１２月１日㈰１０時～１２時　※雨天中止

集合場所　久本薬医門公園（久本１－５－１９）

道路公園センター整備課☎833-1221

833-2498

何かやってみたいと思ったら、お気軽にご相談ください。
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