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安心して子育てができるように、
地域で子育てを支えます。

今年度の区の地域課題対応予算を主な事業とともに紹介します。
区役所企画課☎861-3131

861-3103

▶▶▶ 地域資源を活用した魅力あるまちづくりの推進　
  10事業　1,540万円

▶▶▶ 安全・安心なまちづくりの推進 
 6事業　1,302万円

▶▶▶ 多様な主体との連携による
　　  地域コミュニティ活性化の推進　　

 10事業　1,065万円

▶▶▶  総合的な子ども・子育て
支援の推進  

6事業　419万円

▶▶▶ すこやか・支え合いのまちづくりの推進　
 4事業　409万円
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共に支え合う

子育てに関する講座情報は
（詳細は裏面）

地域に長く愛されてきた久地円筒分水は
築８０年を迎え、広場の芝生をリニュー

アルします。区民との協働による清掃活動
なども継続して行います。

農地が豊富な橘地区の魅力を高
め、発信するため、生産者直

売の「高津さんの市」や野菜の収穫体
験、フォトコンテストなどを行います。

防災対策として避難所
の運営体制を強化す

るとともに、道路冠水や床
下浸水が発生する恐れが高
い地域に「土のうステーショ
ン」を新設します。

拡充
事業 新規

事業

共生社会を目指して障害者スポーツ体験や、多文化交流
事業、町工場でのものづくり体験などを通じて、さまざ

まな人たち同士の交流を進めます。

誰もが住み慣れたまちで、すこやかに
暮らしていける高津を目指します。

ペットの飼い主などに、災害時の
対応や必要な備蓄品についての

講習会を行います。また、防災訓練
会場での展示なども行います。

大山街道周辺の歴史的・文化的
資源を生かしながら、地元

の飲食店や住民などと一緒に「食」
で大山街道を盛り上げ、活気ある
街道を目指した活動を行います。

久地円筒分水（国登録有形文化財）

高津さんの市で販売される野菜

土のうステーション

障害者スポーツ体験イベント

地域のつながりについて考える「地域ケア交流会」

転入者子育て交流会
～ホッとこそだてinたかつ～

避難所におけるペットの飼育場所（例）

地元飲食店の料理を食べ歩けるイベ
ント

子ども・子育て

美化活動ボランティア募集
大人から子どもまで誰でも大歓迎！
一緒に清掃ボランティアの体験をして
みませんか？（詳細は裏面）



偶数月の第３日曜日は高津さんの市です。今月は4月19日㈰に開催。おいしい野菜はいかがですか。 区役所地域振興課☎861-3133 861-3103
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　平成３１年４月から末長町内会主催で杉山神社で、月１回、０歳～１歳
半までの親子交流の場を開いています。手遊びや読み聞かせの後は、
自由あそび、お話しタイムです。月齢の
近い参加者同士で情報交換し楽しく過ご
しています。予約は不要です。気軽に参
加してみてくださいね。
区役所地域支援課

☎861-3316 861-3307

親子ふれあいひろば

日時 場所 対象など

離乳食
教室

5月8日㈮、18日㈪
13時45分～15時
(両日同内容)

区役所
保健
ホール

4～6カ月ごろの乳児と保
護者(大人のみの参加も
可)。母子健康手帳、筆記
用具持参

開催日前日ま
でに直接か電
話で。［事前申
込制］

幼児食
教室

5月14日㈭
10時15分～
11時15分

区役所
保健
ホール

1歳半～2歳頃の幼児と保
護者。母子健康手帳、筆
記用具、飲み物、お手ふ
き持参

開催日前日ま
でに直接か電
話で。［事前申
込制］

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

第27号

　種植えから収穫まで楽しみながら野菜を育ててみませんか。
日時　�5月～10月の第3木曜（天候により変更の場

合あり）、９時～12時、全６回
場所　高津区市民健康の森（春日台公園）
対象・定員　１８歳以上・１０人　
費用　2,000円
持ち物　飲料水、軍手、タオル、帽子、長靴
４月15日から直接、電話、FAXで区役所地域振興課☎861-3133

861-3103�［先着順］

　毎回完結のフィットネスフラプログラムです。初心者の人、誰でも気軽
に楽しみながらエクササイズができます。ハワイアンの音楽に癒やされな
がら、有酸素運動をすることで心も体もリフレッシュできます。
日時　毎週木曜、11時半～12時半
場所　高津スポーツセンター　対象　15歳以上　費用　500円
同センター☎813-6531 813-6532

　高津シルバーガイドの会のガイドで巡ります。飲み物持参、歩きやすい
靴で参加ください。
日時　5月27日㈬9時～12時ごろ（雨天時は6月３日に延期）
集合場所　武蔵溝ノ口駅改札前（解散は長津田駅）
対象・定員　市内在住60歳以上の介助なしで歩ける20人
費用　�50円（申込時持参）

5月13日から本人が直接、高津老人福祉・地域交流センター☎853-
1722 853-1729�［先着順］

　０歳からの子育てについて学びながら、楽しく情報交換しましょう。お父
さんの参加もお待ちしています。
日時　�5月28日㈭、6月6日㈯、11日㈭、20日㈯、25日㈭、10時～12時、

全５回
場所　プラザ橘２階和室他
対象・定員　橘地区在住で平成31年4月2日~令和２年４月１日生まれの子ど
もと保護者・20組（保育ボランティアによる見守りサポート有）

4月23日10時から直接、電話、FAXでプラザ橘☎788-1531 788-
5263�［先着順］

日程 時間 自主防災組織名 場所
4月18日㈯ 9時～11時半 坂戸日商自治会 敷地内中央公園・集会室

　プラザ橘では「子育てひろば」や「絵本パーク」として定期的に学習室
や児童室を開放しています。詳細施設はHPでご確認ください。

　年間を通して、大山街道のむかしや今を探検します。
日時　�初回５月20日㈬15時半～16時半、原則毎月第３水曜、15時半～

16時半、全１３回
場所　大山街道ふるさと館など
対象・定員　小学３年～６年生・２５人
費用　1,000円

４月15日9時半から直接、電話、FAX
で同館☎813-4705 712-0034�［先着順］

菜園体験教室参加者募集

ナニ　アロハ

長津田十景めぐり

０歳からの子育て

地域の防災訓練情報

子ども大山街道探検クラブ

　日常的に清掃活動を行っているボランティア団体「久地円筒分水サポート
クラブ」による施設の解説もあります。
日時　�5月10日㈰９時半～11時
　　　※雨天の場合は17日㈰に延期
場所　久地円筒分水広場

5月8日までに直接、電話、ＦＡＸ（氏
名、住所、電話番号を記入）で区役所
地域振興課☎861-3144 861-3103�
［事前申込制］

　赤ちゃんとの関わり方などについてのお話を聞き、同じ月齢の赤ちゃん
がいるお母さん同士で意見交換・交流をしてみませんか。
日時　�5月12日～6月2日の火曜、13時半～15時半、全４回
場所　区役所保健ホール
対象・定員　受講時に２～４カ月ごろの乳児（第１子）と母親・20組
費用　1,100円

4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］

　区に転入された子育て中の親子が地域を知り、子育ての輪を広げられる
よう交流会を開催します。

対象 日時

11カ月までの親子
5月29日㈮10時～11時半
6月30日㈫14時～15時半

1～2歳11カ月までの親子 6月4日㈭10時～11時半
場所・定員　いずれも区役所保健ホール・各回25組

4月15日9時から直接か電話で区役所保育所等・地域連携☎861-
3340 861-3307�［先着順］

　子どもの年齢に合わせた遊び、子育ての情報を用意してお待ちしていま
す。子育てでの楽しいこと、大変なこと、聞きたいこと…、皆さんでおしゃ
べりして、リフレッシュしましょう！�０歳児向けひよこキッズは、梶ヶ谷・蟹ヶ谷・
津田山保育園で開催します。詳細はお問い合わせください。

名称 対象・定員 日時(当日先着
各回10時受付） 場所

橘１キッズ 1～2歳ごろの幼児
と保護者40組

4月21日㈫
10時15分～11時半 プラザ橘

二子１キッズ 1～2歳ごろの幼児
と保護者30組

4月23日㈭
10時15分～11時半

二子こども
文化センター

２．３キッズ 2～3歳ごろの幼児
と保護者30組

4月28日㈫
10時15分～11時半 高津市民館

区役所保育所等・地域連携☎861-3372 861-3307

「久地円筒分水」美化活動体験参加者募集 親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた！」

転入者子育て交流会～ホッとこそだてinたかつ～

あつまれ！キッズ
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