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たかつ区チャンネルから

みんなでつながろう！

担当
お気に入りの

１枚

溝口神社の
お正月

（平成４年）

ふるさとアーカイブ

おうちで楽しむダンスと音楽

ダンス

区ホームページから

みんなでつながろう！

キミが踊れば、

みんながマチが躍りだす。

花コンサート

子ども・子育てフェスタ

区民音楽祭

区ＨＰで紹介する

ダンス動画を募集中！

　ブレイクダンスの“聖地”ともいわれる高津区。そんな高津区で活動する個

性豊かなダンスユニットがジャンル、世代など全ての違いを超えて集い合い、

混じり合い、認め合うダンスの祭典「ダンス！ダンス！たかつ」。

　今年は区ＨＰでダンス動画を紹介するオンライン形式で開催します。たか

つダンサーたちの熱いハートをオンラインで感じてください！

区役所地域振興課☎861-3145 861-3103
第２１９回出演者（写真左）： 小川幸恵（クラリネット）、徳永愛（クラリネット）、 

里見有香（ピアノ）

第２２０回出演者（写真右）：間脇佑華（バイオリン）、大石真裕（ピアノ）

０歳から楽しめるコンサート

　区の魅力や区政情報を動画で伝えるため「川崎市たかつ区

チャンネル」を開設しました。音楽イベント動画などを配信中

です。動画は順次公開していきますので、ぜひご覧ください！

区役所企画課☎861-3131 861-3103

　本年もよろしくお願いします。

　昨年来、新型コロナウイルスの影響で多くのイ

ベントが中止や縮小を余儀なくされています。こう

した状況でも、区民の皆さんがダンスや音楽を自

宅で楽しんでいただけるオンラインイベントをご用

意いたしましたので、ぜひお楽しみください。

　例年、子ども・子育てフェスタで開催していたコン

サートをおうちでも楽しめるように配信します。

歌：桜井純恵（ソプラノ歌手）　ピアノ：樺山潤一郎

　11月14日に開催した子ども・子育てフェスタの様子

も配信しています。

　区内で活動する市民音楽グ

ループが企画や準備に携わる

参加型の音楽祭です。今回は

事前に収録した演奏を動画配

信する形式で開催します。配信

は１月１５日からを予定していま

す。【応募条件】

　区内で活動するグループまたは個人が動画共有サイトやSNSへ投稿したダ

ンス動画であること。ダンスのジャンルは問いません。

【応募方法】

　応募者のアカウントで動画共有サイト・SNSなどにダンス動画を投稿し、区

ＨＰの応募フォームから投稿先URLなどを記入して応募してください。

【応募締切】

3月3日㈬

【主な注意事項】

◦ 動画撮影に当たっては、密閉空間に大勢が集まるなど 

“三密”になる状況は避けてください

◦ 異なる動画であれば、同じ人でも複数応募できます

◦ 第三者の権利を侵害する動画の投稿は禁止です

※詳細は区ＨＰをご覧ください

　「ダンス！ダンス！たかつ」のキャラクター「D
ディーディー　た　こ

D TAKO」

のお面が区ＨＰからダウンロードできます。ダンスのお

供におうちで作って楽しもう！

観覧のページ
（区ホームページ）

応募のページ
（区ホームページ）

ダウンロードページ
（区ホームページ）

たかつ区チャンネル

高津区長

鈴木 哲朗

昨年のようす

「ダンス！ダンス！たかつ」の

キャラクターの

お面を作って楽しもう！

オンラインで開催した

２公演を公開中です。

謹賀新年
音楽

チャンネル登録

お待ちしています

オンライン／ＯＮＬＩＮＥ
ダンス！ダンス！たかつ2021



金融機関や警察を名乗りキャッシュカードや暗証番号をだまし取る詐欺が増えています。封筒などを使い、偽のカードと交換してだまし取るすり替え詐欺にご注意ください。
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] 講座
大人の炭焼き体験教室

　市民健康の森で育った竹を切り、竹

炭を作ります。 2月18日㈭９時～16

時。※雨天時は25日に延期 市民健

康の森（春日台公園） 10人 300円。

昼食、飲み物、軍手、タオル持参

1月15日９時から２月12日17時まで

に電話かFAXで区役所地域振興課☎

861-3133 861-3103 ［先着順］

LGBTってなあに？～相手も自分も

大切にするコミュニケーション

　体の性、心の性、好きになる相

手、見た目などは人によって少しず

つ違います。それが性の多様性です。

LGBTの基本的な知識と相手も自分も

大切にするコミュニケーションを学ん

でみませんか。講師 ： 吉井奈々氏（一

般社団法人JCMA代表理事） 2月9

日㈫10時～12時 高津市民館 20

人 1月26日10時から直接、電話、

FAX、 区ＨＰで高津市民館☎814-

7603 833-8175 ［先着順］

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ま

す。参加者同士で交流して子育ての

仲間を作りませんか。 2月17日～3

月10日の水曜、13時半～15時、全

４回 高津市民館和室 ２～４カ月ご

ろの乳児（第１子限定）と母親12組

1,100円 1月15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］

暮らしに彩りを！

～おうち時間に出来ること～

　色の持つ効果と色鉛筆画について

学びます。今の生活に少し彩りを添

えましょう。 2月18日㈭、25日㈭、

３月11日㈭、18日㈭、14時～16時、

全４回 プラザ橘２階第２学習室 50

歳以上８人 実費負担あり １月

28日10時から直接、電話でプラザ橘

☎788-1531 788-5263 ［先着順］

普通救命講習Ⅰ

　心肺蘇生法や自動体外式除細動器

（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します。

２月６日㈯9時～12時 高津消防署

30人 800円 １月18日９時か

ら電話で市消防防災指導公社☎366-

2475 272-6699［先着順］

健康増進介護予防事業

お気軽ふらっと体操教室

　 １月12日㈫、２月9日㈫、３月９日

㈫、13時半～15時（13時15分開場）

高津老人福祉・地域交流センター

市内在住の人、当日先着30人。動

きやすい服装で飲み物、タオル持参

高津老人福祉・地域交流センター☎

853-1722 853-1729

区のお知らせ

申し込み方法は市版5面参照

　高津のさんぽみち「下作延・上作延コース」を舞台

に、密を避けて感染防止に配慮したウォーキングイベントです。期間中、

クイズに答えると賞品がもらえます。

期間　１２月１６日～２月２６日

コース　高津区役所→身代り不動尊→上作延市民農園→延命寺→

緑ヶ丘霊園→津田山駅（約７．７キロメートル、所要３時間程度）

参加方法　期間内ならいつでも参加可能です。区役所など

で配布しているマップまたはスマホアプリを使用し、各自で

コースを回ってください

クイズ　イベントチラシや区ＨＰでコースに関係したクイズを出

題しています。正解者にはすてきな賞品をプレゼントします

区役所企画課☎861-3135 861-3103

　インスタグラムで区内のステキな農風景や歴史遺産な

どの作品を募集した結果、170点の応募をいただきました。選定されたグランプ

リ、準グランプリを紹介します。その他の入賞作品などは区ＨＰをご覧ください。

区役所地域振興課☎861-3133 861-3103

　心地よいクラシック音楽をプロとアマチュアの音楽家のコラボレーションでお届けします。

日時　３月14日㈰14時～16時（開場13時15分）　場所　高津市民館大ホール

定員　小学生以上200人　費用　1,000円　出演　管楽合奏団アルスノバ他　

曲目　スコットランド幻想曲：ブルッフ、ピアノ協奏曲　第1楽章：グリーグ 他

２月16日（必着）までに往復はがき（１通につき2人まで）で、往信文章面に申込者の

住所・氏名（ふりがな）・電話番号を、返信宛名面に申込者の住所・氏名を記入し（文章面

は白紙のまま）〒213-0001 高津区溝口1-4-1ノクティプラザ２　11階　高津市民館☎

814-7603 833-8175 ［抽選］

　バラエティーに富んだ生演奏が一度に聴けるコンサートです。

日時　２月28日㈰13時半～15時半（開場13時）　場所　高津市民館大ホール　

定員　小学生以上200人　

出演　ピリリータ、上野学園サクソフォン四重奏団、菅原泉・上田順　

１月17日10時から高津市民館で整理券を配布（1人３枚まで）☎814-7603 833-

8175［先着順］

日時　２月28日㈰１２時～１２時４０分

場所　区役所１階ロビー

定員　50人　※区内在住者優先

出演　安 里佳子、立木 彩音(ピアノデュオ)

曲目　主よ、人の望みの喜び

よ：J.S.バッハ作曲、ハンガリー

舞曲第５、６番：ブラームス作

曲

１月８日～１月22日（必着）

に区ＨＰの応募フォームまたは

往復はがき（１通につき１人）

で申し込み。往復はがきの場合、往信文章面に申込者

の住所・氏名（ふりがな）・電話番号・観覧希望日を、返信宛

名面に申込者の住所・氏名を記入し（文章面は白紙のまま）

〒213-8570区役所地域振興課「花コンサート」係

☎861-3133 861-3103 ［抽選］

高津のさんぽみちウォーキング　
～寺社めぐりと花・農を楽しむ～

冬のコンサート特集

ステキに映え農フォトコンテスト２０２０
グランプリ作品決定！

高津クラシックコンサート

ホールＤＥコンサート

　高津区役所では全ての人が住み慣れた地域で自分らしく生き生きと生

活していくために、家族・近隣・地域の人々がお互いを気に掛け、いざと

いうときには共に支え合うことが必要と考え、住民同士のつながりづく

り交流会「また会いましょう会」を開催しています。聞いてほしい、話した

い、何でも気軽にお話ししませんか。ぜひご参加お待ちしています。

【今後の開催予定】

１月30日㈯：高津区役所

２月13日㈯：プラザ橘

※詳細はお問い合わせください

区役所地域ケア推進課☎861-3313

861-3307

第31号

マンション交流会「また会いましょう会」

これがたかつの

“映える風景”だ！

音楽ファン

必見！

密を避けて

まちを歩こう！

区長賞（グランプリ）

撮影場所：西福寺古墳 撮影場所：久末小貝谷特別緑地保全地区

たちばな農のあるまちづくり賞（準グランプリ）

左：立木 彩音、右：安 里佳子
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