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区役所に来庁の際は、公共交通機関をご利用ください。
 編集：高津区役所企画課（☎044-861-3131 044-861-3103）

高津区統計データ （令和4年2月1日時点） 人口 ： 23万4,320人 世帯数：11万4,848世帯
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緑ヶ丘霊園桜並木
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高津区は令和４年に区制50周年を迎えます

ふるさと
アーカイブ
HP

ふるさとアーカイブ

桜を見ることができる場所が区内には多くあります。散策しながら、お気に入りの桜スポットを探してみませんか。
 区役所企画課☎０44-861-3131 044-861-3103

たかつの春探しませんか

高津区制50周年記念ロゴが完成しました!

　２月号で紹介した「区制50周年記念ロゴ・プロモーション動画作成
ワークショップ」の意見をもとにロゴマークを作成しました。今後周年
事業などで活用していきます。
区役所企画課☎044-861-3131 044-861-3103

人が躍動し、気持ちが弾むTakatsu
水と緑に囲まれ、自然に恵まれたTakatsu
この時代を作った歴史が身近にあるTakatsu
多様性と共生のまちTakatsu

Touch Takatsu! 
Touch Tomorrow!

〜これまでのたかつに触れ、未来のたかつに触れてみよう！〜
ロゴのコンセプト

久地円筒
分水
（久地1-34）

江川せせらぎ
遊歩道

久地の里公園（久地3-16-7）
緑ヶ丘霊園
（下作延1241ほか）

梶ケ谷第1公園（梶ヶ谷2-10）

高津のさんぽみちマップ
　区内8コースのマップを区役所で配架のほか区HP
からもダウンロードできます。すべてのコースが1枚
で見られる総合ガイドマップも完成予定
です。詳細は区HPで。
区役所企画課☎044-861-3135
044-861-3103 区HP

感染症対策にご協力ください

●飲食を伴う宴会などの自粛に協力をお願
いします
●せきエチケットを守るなどの協力をお願い
します

二ヶ領用水

久地かすみ堤（久地2丁目付近）

春日台公園
［高津区市民健康の森］（千年1149-1）

河津桜などが
楽しめます



新型コロナウイルス感染症の影響で講座やイベントが中止になる可能性があります。詳細は各お問い合わせ先まで。
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　認知症の人を地域で見守る認知症サポー
ター。区役所ではサポーターを幅広い世代に
普及させるために、そのマスコットキャラクター
である「ロバ隊長」のぬいぐるみやストラップを
作成し、区役所各課窓口に飾っています。認
知症サポーター養成講座の受講者のほか、東
高津中学校の１年生、橘中学校のボランティア
部の生徒などたくさんの人にボランティアで製
作してもらいました。区役所にお越しの際はぜ
ひご覧ください。

区役所地域支援課☎044-861-3259 044-861-3307

第44号第44号

「ロバ隊長」製作ボランティア「ロバ隊長」製作ボランティア

区役所地域支援課
☎044-861-3259 044-861-3307教室案内地域みまもり

支援センター

日時 対象 申し込み 持ち物

離乳食
教室

❶4月8日㈮
❷4月19日㈫

13時50分～15時
（❶❷同内容）

生後４～６カ月頃
の 乳 児 と 保 護 者

（大人のみの参加
可）18組

3月15日から
区ＨＰ

［先着順］

母子手帳・筆記
用具・おむつ替
えの時に下に敷
くもの

区役所1階保健ホール

　手続きの内容によっては時間がかかる場合がありますので、時間に余裕を持って
お越しください。駐車場が大変混み合いますので、公共交通機関をご利用ください。

日時　４月２日㈯８時半～１２時半
(毎月第２・４土曜の８時半～１２時半は、年間を通じて開設)
開設窓口　区民課・保険年金課の窓口

（後期・介護保険料係、国民年金係を除く）
サンキューコールかわさき☎044-200-3939 044-200-3900

※詳細は市版5面で

　毎日6時半~23時、近くのコンビニや一部スーパーで証明書が発行で
きます。詳細は市ＨＰで。

　川崎ブレイブサンダースのホームゲーム新潟アルビレックス
BB戦に招待します。イベント盛りだくさんのエンターテインメン
ト空間で開催される、国内最高峰のバスケットボール無料観戦
のご案内です。
日時　４月２３日㈯１８時５分開始
　　　４月２４日㈰１６時５分開始
場所　とどろきアリーナ　
対象・定員　区内在住、各２０人

３月３１日までにLINEかウェブフォー
ムで川崎ブレイブサンダース ［抽選］

区役所地域振興課☎044-861-3145 044-861-3103

　区内14カ所の花壇やプランターの花を育てる「区民ミニ・ガーデン」のメン
バーを募集しています。土や植物に触れながら外で体を動かして手入れを
することや、草花の成長を見守ることで、心身ともにリフレッシュできます。
一緒に花のあふれるまちをつくりましょう。
活動場所　 溝口駅前周辺（区役所前～久本バス停前）、橘出張所、高津ス

ポーツセンター、プラザ橘、久地橋
区役所道路公園センター☎044-833-1221 044-833-2498

日時　 休館日・祝日を除く毎週火曜9時~10
時15分

場所　高津スポーツセンター
対象・定員　15歳以上49人
費用　220円

同センター☎044-813-6531 044-813-6532 ［先着順］
※申し込み方法など詳細はお問合せください

日時　3月15日㈫14時~15時半（13時半開場）
対象・定員　市内在住の当日先着20人
※飲み物・タオル持参、動きやすい服装で参加してください

　緑ヶ丘霊園周辺コース（5㎞）を歩きます。3月24日㈭
か25日㈮に事前健康チェックを受ける必要あり。
日時　4月5日㈫9時~12時。雨天時は8日㈮に延期
対象・定員　 市内在住、介助なしで歩行可能な60歳以

上14人
費用　50円

3月17日9時から直接か電話で同センター ［先着順］
※飲み物、タオル、交通費持参

日時　4月27日㈬、7月6日㈬、10月19日㈬、13時半~15時、全3回
対象・定員　市内在住60歳以上27人

3月28日から直接か電話で同センター ［先着順］
※室内用運動靴、飲み物持参

応募用HP

３・４月は区民課窓口が大変混雑します

川崎ブレイブサンダース
ホームゲーム区民招待

花を育てるボランティア募集

お気軽ふらっと体操教室

春のウオーキング

ボッチャステップアップ教室

3月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 55

66 7 8 9 10 11 12

1313 14 15 16 17 18 1919

2020 2121 22 23 24 25 26

2727 28 29 30 31

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 2

33 4 5 6 7 8 9

1010 11 12 13 14 15 1616

1717 18 19 20 21 22 23

2424 25 26 27 28 2929 3030

混雑予想カレンダー

 ....... 3時間以上
　　　　　待ち

 ....... 2時間以上
　　　　　待ち

 ....... 1時間以上
　　　　　待ち

臨時窓口開設のお知らせ

マイナンバーカードを使って各種証明書をコンビニで取ることができます

市HP

　テレワークやおうち時間が増え、運動の機会が
少なくなっている今、誰でも気軽に行えるのが高津
公園体操です。近くの公園体操に気軽に参加して
みませんか。見学だけでも可能です。（予約不要）

区役所地域支援課☎044-861-3315
044-861-3307

高津公園体操の動画を公開中

エアロビクス初級

YouTube
「たかつ区
チャンネル」

公園体操の
開催日時・場
所は区HPで

高津老人福祉・地域交流センターイベント・講座情報
同センター☎044-853-1722 044-853-1729
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