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待望の区民活動ルームがオープン！
高津区民活動ルーム運営委員会
久本のイト−ヨーカドー近くにある福祉施設「ち
どり」３階に、区民が自主的に運営する高津区民活
動ルームが８月からオープンします。
ここは、さまざまな区民活動を支援するために、
区内でサークル活動やボランティア活動、まちづく
り活動などを行なう個人・団体が打合せや会議、印
刷や製本などをする部屋、子育てグループが気軽に
集まったり保育もできる部屋があります。
交通の便もよく、大量の印刷から製本までできる
印刷室や、会議室のほか保育ルームなどは待ち望ま
れていただけに、さまざまな区民活動の拠点施設と
して大いに利用されることでしょう。
事前に登録及び予約をすれば、利用時間帯に多少
制限はありますが、誰でも自由に利用できます。申
請用紙は活動ルーム現地の事務局、または区役所地
域振興課にありますので、ぜひお早めに手続きをし
てください。

高津区民活動ルームがある
福祉施設「ちどり」の外観

会議室は２部屋あります

高津区民活動ルームの概要

・場

高津区民活動ルーム案内図

所 久本３丁目 福祉施設「ちどり」の３階一部分３室
会議室２室（12 人用・6 人用）
、印刷室、保育ルーム

・利用時間 月・水・金曜日 ９時〜20 時 30 分、
火・木・土曜日、第２・第４日曜 ９時〜16 時 30 分

至津田山

（祝祭日、年末年始は利用できません。
）
・対

象 区内で活動を行う個人及び団体（営利、宗教、政治
目的の団体を除きます）

・利 用 料 無料（ただし、印刷の場合は用紙は持参、インク・
マスターなどの消耗品はコイン投入式で実費負担
となります。
）
・印刷機器 Ａ３大までの印刷機、ディスクカッター、大型ホッチ
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森は呼んでいます
高津区市民健康の森を育てる会
■ 橘ふれあいの森で、5 月 21 日に飛翔している
ホタルを確認しました。森の会員が 5 月 15 日から、
ホタルの観察を始めて、6 日後のことでした。
今年は日照時間が例年より短かく、ホタルの成育
が心配でしたが、光の舞いを見つけた時は、ほっと
しました。
家族づれの人達をはじめ、橘小学校の先生方や、
他地区の健康の森の関係者も、見学に来ました。
ホタル観賞に来られる人たちの足元を気遣い、森
にチップを敷き詰めました。又東京電力㈱の協力を
得て、電柱に道しるべのポスターを掲示しました。
ホタルの飼育活動を簡単にご紹介しますと、①
ホタルのオス・メスを捕獲する、②水槽での産卵、
③孵化④カワニナの確保（ホタルの餌）、⑤放流とな
ります。
一年間の努力が報われて、6 月 1 日には会員によ
るホタルの観賞会をおこないました。

ホタルの舞いに感動！

■ 今、市民健康の森では、じゃが芋、里芋、玉ネ
ギ、シイタケ等の栽培のかたわら、カブトムシの幼
虫も飼育しています。5 月 30 日にはサツマイモの苗
を 100 本程、植付けしました。
森の維持・管理作業も、土留め、間伐、アズマネ
ササの刈り込み、草刈等、長年放置されてきた森も
少しづつ、生まれ変わりつつあります。

市民健康の森 7 月の活動予定
7 月 4 日（日）・10 日（土）・18 日（日）・24 日
（土）・午前 9：00〜11：30
みなさんも気軽にお出かけください。
■

都市計画マスタープラン
高津区構想区民提案（素案）の概要
都市計画マスタープラン高津区構想分科会
フォーラム開催などを通じて多くの意見を
反映して区民提案を取りまとめ、今秋に最終
発表会を開催し、市長に提出する予定です。

■ ２０年後の高津の姿をえがきます
・人にやさしいまち ・起伏のある地形 ・居住と
ものづくり ・歴史と緑 ・地域に根ざす文化
・再生されたコミュニティ ・歩きたくなる高津

■ テーマ別のまちづくりの方針です
□土地利用の方針
・住居系 ・商業・業務系 ・工業系
・自然的歴史的土地
□拠点整備の方針
・都市拠点 ・地域拠点 ・身近な拠点
□交通ネットワーク整備の方針
・道路交通整備 ・公共交通の充実 ・歩行者、自
転車、自動車の共存住宅地内の交通環境の向上
□水と緑のまちづくりの方針
・緑のまちづくり ・農地の保全 ・水のネットワ
ーク ・緑と歴史のみちづくり
□防災まちづくりの方針

■ 将来都市構造〜こんな町になります〜
□拠点の形成
・都市拠点 ・地域拠点 ・水と緑の拠点
□軸の形成
・風景軸 ・交流軸
□土地利用の形成
・平地居住ゾーン ・丘陵居住ゾーン
□交通ネットワークの形成
・南北方向 ・東西方向

■ 実現に向けての仕組みをえがきます
□都市計画マスタープランを推進する仕組み・体制
□重点プロジェクト
みんなで芋ほり

「ももちゃん」を見てください ！

活発に活動しています

私の高津のお気に入り百選委員会
６月５日(土)溝口駅前キラリデッキで開催された
“Bamboo Festa 2004”で「高津のももちゃん私の高
津のお気に入り百選 2004 年」を紹介・販売しました。
「高津のももちゃん」は４月より区役所の売店等
で販売されていますが、今回は溝口駅のキラリデッ
キという絶好の場所で紹介しました。当日はかわさ
き FM の番組の中で話題として取り上げられました。
武蔵溝ノ口駅を通る人達が、「何だろう」という
興味心から、この改札口の前に設置された冊子の紹
介パネルを見ていました。中には一部 300 円という
手頃な価格だったことも功を奏したのでしょうか、
購入していく人達もいました。結局この日だけで 51
冊を販売することができました。これまでの冊子の
総販売数は 5 月 20 日現在で 273 冊です。
風景、くらし、活動、歴史の４つの観点から高津
のいいところを集めて 1 冊にまとめた「高津のもも
ちゃん」を少しでも多くの人に知ってもらうため、6
月下旬から高津区内にある文教堂書店本店でも販売
することとなりました。
まだ「高津のももちゃん」をお持ちでない方は、
ぜひ一度手にとって見てみてください。本の中には
高津の魅力があふれています。きっと買わずにはい
られなくなることでしょう。

高津の福祉を考える会
当研究会は、福祉の問題について、情報収集や勉
強会等を通じて福祉のまちづくりを考えています。
これからも、有益な行事を企画運営したいと思って
います。
その１つとして、「わたしの町のすこやか活動」
の方々との連携を深めていきたいと考え、活動中の
皆さんと情報交換、勉強会を開催したいと思ってい
ます。
さらに今後の関連事業に活動されている団体等
の行事として、7 月 22 日（木）13：30〜15：30 の
予定で「平成１６年度川崎市の高齢者福祉について」
と題して「福祉パルたかつ」研習室（てくのかわさ
き 3Ｆ）で講習会が開催されますので、会として参
加したいと考えています。
また、4 月 16 日（金）開催しました講師・滝上宗
次郎先生の「どう選ぶ、終のすみか」
（有料老人ホー
ムの選び方）はご好評を得ております。 その議事
録を作成し報告書として関係先に提出しております。
これからも高津の福祉についてのご意見、ご提案
があればご一報願います。

“Bamboo Festa 2004”
を開催しました！
SAI22（さいにんにん）
６月５日(土)に“Bamboo Festa 2004”を溝口駅前の
キラリデッキで開催しました。昨年は若者に対する
アンケートを中心に行いましたが、今年は更に内容
盛り沢山でした。当日は天候に恵まれ快晴の下、用
意したにんにん隊のロゴ入りＴシャツを着て、イベ
ントを実施しました。
↗（次の頁へ）

「ももちゃん」販売のようす

「高津のももちゃん」紹介（1） ［本号から「高津のお気に入り」をいくつか選んで紹介してゆきます。］

30 キラリデッキの夜景

美しい夜の灯り

近代的で温かみのある夜景。黄色のライトが
全体的に落ち着いた雰囲気をつくっています。
ここには、様々なストリートアーティストた
ちが集まり、光と調和した楽しい音楽が流れ
ています。クリスマスの前後にはイルミネー
ションも楽しめます。
高津区溝口 1 丁目 2［地図 A P57］

↗（“Bamboo

Festa 2004”の続き）

広報紙、ホームページと大忙しです

会場は、｢高津区市民健康の森｣の方々にご協力い
ただいて作った健康の森にある緑や花を活けた竹の
オブジェと、地元高津の書道家、濱野麗茱(れいしゅ)
さんが書いた看板で和の雰囲気を演出しました。
イベントの内容は、高津の今昔写真を立方体の中
に入れて 1 つ開い
た穴から写真を覗
く「のぞきたくな
る高津」、洗足学園
音楽大学の打楽器
グループによる竹
の楽器演奏、
「私の
高津のお気に入り
百選」をマップに
して紹介した｢お
気に入り百選体感
マップ｣などの他、
和の雰囲気溢れるタ
イトル看板

“Bamboo Festa
2004”都市計画マスタープラン高津区構想区民提案
(素案)発表フォーラムのプレイベントとして素案内
容の紹介等を行いました。
溝口周辺に買い物に来た家族連れや駅を利用す
る人々が足を止めて打楽器演奏を聴いている姿が多
く見られました。時には打楽器演奏に参加する子供
たちの姿もありました。また背の届かないところに
ある｢のぞきたくなる高津｣の箱をお父さんに抱えて
もらいながら見ている子供や１つ１つ丁寧に箱の中
を覗いていく人の姿もありました。

広報委員会
「キラリたかつニュース No.18」をお届けします。
４ページ建てになり協議会の活動をより詳しくお伝
えできるようになりました。そのほかに「たかつ健
康づくり協力店」の紹介や、
「高津のももちゃん」の
内容紹介などの連載も始めました。
一方、ホームページもこのたび第３期に入って、
やや大掛かりな更新を行いました。
各委員会･部会のペ
ージは内容を更に充実
し、関連する活動や組
織へのリンクも増やし
ました。また、新たに
活動を開始した「区民
活動ルーム」の関する
ページを新設しました。
協議会のトップページ
も新画面とし、季節ご
との色彩を基調にして
行く予定です。
広報紙、ホームペー
まちづくり協議会トップページ
ジともに、できるだけ
多くの区民の皆さんに読んで、見て、共感していた
だきたい、その結果１人でも多くの区民の方々に仲
間になっていただければ、と思っております。
たかつ健康づくり協力店の紹介（2）
③ホテル KSP レストランガーディナー
（ホテル KSP１F：819-2211）
おいしさと健康に配慮したメニューの研究
を重ねたお料理

④割 烹 梅

園 （溝口駅南口側：865-5900）

アットホームな雰囲気と健康に配慮した
おいしさを提供

⑤㈲上野 そば処 更科
（R246 トイザラス近く：833-2644）
市民と触れ合う

のぞきたくなるよ！

このように市民が憩い、楽しめる場としてキラリ
デッキが今後もたくさんの人に活用されていくと、
高津区はさらに魅力のあるまちになっていくのでは
ないでしょうか。
SAI22 の今後の活動は、６月５日に発行された「た
かつ通信」夏号の配布、秋号の編集等を始め、今後
も元気に活動を行っていきます。

“今日も元気だ、おそばがうまい！！”

【問合せ･連絡先】
高津区まちづくり協議会事務局
（高津区役所地域振興課まちづくり担当）
Tel：044-861-3133

Fax：044-861-3103

ｅ-mail：67tisin@city.kawasaki.jp
URL：http://www.city.kawasaki.jp/67/
67kusei/home/kumin/kumin.htm

