
斜面は竹の落ち葉に覆われて 

作業が終わって、みんないい顔 

■神庭（かにわ） 
 蟹ヶ谷の地名は古くは「神庭」と呼ばれていたと

ころから生まれたと聞いています。この地域は、多

摩丘陵の突端部から少し離れた丘陵地として緑に恵

まれ、なつかしいふるさとの原風景を残しています。 
 高津区の中で最後に残された2ヘクタールの広大

な緑地保全地区として、川崎市が平成 17 年度中に

取得します。この地に250年も前から住まわれてい

た方の貴重なご意志が実りました。 
 緑地の中に、円形の古墳と思われるところが３箇

所あります。詳しく調査してみる必要がありますが、

川崎市環境局緑政課の方によると保全管理し、大切

にしたいとのことで

す。 
 来年以降の管理計

画が待たれるところ

ですが、高津区まち

づくり協議会･緑部

会は、いち早く緑地

保全の活動のために、

ここに入りました。 
◆ホオノキ 
 斜面のほぼ中心あたりに、大きなホオノキがあり

ます。下駄や彫刻などに利用され、その葉は食品を

包んだりします、朴葉味噌などはご存知かな。 
 樹高は20㍍ほど、葉は40㌢に達し、葉脈が美し

く並び、見上げると空を透かして広がる7枚の葉付

きは天を支えるかとも思われます。 
 4月下旬から開花を待ち続け、ようやく5月中旬、

枝の先毎に付いたつぼみから淡緑色のがく片が開き、

径 15 ㌢ほどの白い花が開き、写真に収めました。

◆竹林 

 春はたけのこ掘りに荒らされる斜面は、竹林に覆

われています。これを刈り、以前は耕作していた場

所を取り戻し、肥料や炭となって役立った雑木林も

再生し、里山風景のよみがえり来ることを願います。 
 緑地を放置しておくと、暗く危険な場所になって

しまいます。手入れして、暮らしの中に取り入れ、

楽しんで人が自然とのとのかかわりを見出してこそ、

緑地は保全されます。 
 
■緑地で作業、里山活動 
 まずは、高津の緑部会が神庭緑地で、調査を中心

にした作業に入ります。簡単な柵を設けて、竹刈り、

草刈、清掃など、川崎市による保全管理が着手され

るまで、里山再生の活動を続けます。 
 この作業に参加してくださる方は、是非、高津区

役所地域振興課までお問い合わせください。 
 
■[久本旧岡家跡地を公園にする検討委員会] 

 アートパーク会議（愛称）が始まりました。地域

の歴史を残す公園、親しめる公園として検討中です。 

なつかしい里山の景観 
高津区に残された大きな保全緑地、神庭（かにわ） 

高津の緑部会

緑部会URL http://www.city.kawasaki.jp/67/67kusei/home/kumin/kyougikai/midori/midori_top.htm 
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案内板の取り付け 

強力で使いやすい製本機 

最新鋭の強力な製本機がお目見え 
 

高津区民活動ルーム 

■もう自前で製本できる！ 
 クラブやサークル

で報告書や文集、作

品集や歌集などを作

る際、これまではホ

ッチキス止めができ

る薄い物に限られ、

分厚いと専門業者に

頼んでいたのではな

いでしょうか。 
それが専門用語ですが「天のり」「くるみ」「テー

プ」など、A4 サイズまでの製本がきれいにできる

強力な製本機が登場したのです。使い方は簡単、接

着剤は無料、どうぞご利用ください。 
■「バナナマンボ」で～す！ 
 親子でストレッ

チをする集いです。

家事に育児に仕事

にと毎日奮闘中の

ママさんたち。楽

しいことばかりじ

ゃありません、時

に疲れる、ストレ

スもたまる！肩こりや腰痛も…。そんな時、ちょっ

とストレッチをするとずいぶん違う、体だけじゃな

く心もすっきりとリフレッシュ！手先から足までじ

っくりストレッチでほぐします。合間には子どもた

ちと歌を歌ったり飛んだりはねたり、みんなでワイ

ワイやっています。親子で気軽に遊びに来てくださ

いね。毎月第2月曜日と第4火曜日の朝10時30分

からです。 

初夏です！緑の中で活動しましょう！ 
 

高津区市民健康の森を育てる会 

■ホタルの乱舞 
 たちばなふれあいの森に、今年もホタルが飛びま 

した。連日、近隣の人たちが、森を訪れ、飛び交う 

ホタルが放つ光の美しさを、堪能されました。 

・親ホタルの捕獲・交尾・産卵・孵化・幼虫の飼育 

・カワニナの確保・2回に亘る放流等々、ホタル班 

の1年間の努

力の結晶です。

橘小学校の生

徒達もホタル

の飼育に取り

組むことにな

りました。 

 
 

■世界環境デーに一役 
 6月5日（日） 
市主催、「世界環境

デーに1万本植樹・

市民が進める森づく

り」に「森」のメン

バー22人が参加。市

営緑ヶ丘霊園内の空

き地に5千本を目標に植樹を行いました。 

祭りだワッショイ、夏の区民祭 

大山街道は、道沿いに歩く人はまれで、横切る

だけの人のほうが圧倒的に多いそうだ。ひっきり

なしの自動車で危ないから、お年寄りや子どもに

は難儀な街道である。それが年に1日だけ12時

間、どっと地域の人たちが集う解放区になる区民

祭が、今年も７月24日（日）に開催される。昨

年は実に人出が20万人を超えたという。 

こんなにいたのかとびっくりするほど若者

の姿も目立つ。今年はもう32回目、この区民

祭を実現するまで、関係者の苦労は大変だった

ようだが、ここまでの賑わいになって本当に喜

ばしい。パレードも賑わっているが、旧交を温

めたり、談笑する人たちの輪があちこちに広が

っている。何といっても祭は、地域の人たちを

結びつける、人の輪を広げる。 
そのつながりが、まちづくりには欠かせない。

子どもたちといっしょにストレッチ 
私達も植えました 

市民健康の森 活動日のご案内（7～8月）

☆原則：第2,4土曜日、第1,3日曜日、毎週木曜日 

７月：3㈰,7㈭,9㈯,14㈭,17㈰,21㈭,23㈯, 
24㈰(*“全員参加日”),28㈭,31㈰ 

８月：4㈭,7㈰,11㈭, 21㈰(*),25㈭,27㈯ 

13㈯,18㈭は“お盆”につきお休み 

 



昨年の二ヶ領用水ボートの様子 

健やか活動連絡会に向けて 
 

高津の福祉を考える会 

■17年度活動方針にそって 

 17年度活動方針が決定されたことを、受けて 
今年度第1回すこやか活動連絡会を開催することが

決まりました。 

 開催日7月6日（水）13：30～16：00（予定） 

各活動団体の活動方針、活動予定の報告や活動マッ

プづくり等の協働作業をするようにしています。 

■健康づくりに努めましょう！ 
 いよいよ夏がやってきます！夏バテしないように

お互いに体力づくりに努めましょう。 
 

高津の農を考えています！ 
 

ＳＡＩ２２ 

■「私」と「高津の農」の関係を調査中！？ 
 皆さんは、通勤・通学の途中や散歩中の道々にあ

る畑のある風景に心が和むことはありませんか？ 

また、近所の畑でどのよ

うな野菜が作られている

のか気になったことはな

いでしょうか？ 

 「農」をテーマに今年

度活動しているＳＡＩ２

２は、そんな普段の生活

の中で触れているけれどわからない「高津の農」を

調査しています。より身近なものとして「農」に関

心を持ち、考えてもらえるようマップ等にわかりや

すく「私（高津区民）」と「高津の農」の関係を表現

してみたいと考えています。高津の農についての情

報をお持ちの方は、是非情報提供にご協力ください。 

今年もやります！二ヶ領用水ボート下り 
 

たかつ水辺の風景部会 

■二ヶ領用水、きれいにする？ボートに乗る？ 
 水辺の風景部会では 7 月 24 日（日）に行われる

高津区民祭にて、大石橋～曙橋まで二ヶ領用水ボー

ト下りを行います。対象者は小学生（50 名）です。

乗船希望者は、往復葉書（7月15日までの消印有効、

1枚で2名まで記入可）にて「ボート乗船希望」、住

所、氏名、年齢、電話番号を記入し、〒213-8570（住

所不用）高津区役所地域振興課まで。 
 昨年も大好評だったこの企画。二ヶ領用水のほと

りを歩いて癒されていた人も、学校で勉強していた

けど実際にどれが二ヶ領用水なのか分からなかった

人も、この日はいつもより近い距離で二ヶ領用水を

眺めてみませんか？そして、この高津区民祭に備え

て、7月17日（日）

には第4回二ヶ領

用水おそうじプロ

ジェクトを行う予

定。自分できれい

にした二ヶ領用水

にボートを浮かべ

てみると、味わい

も格別かも！？ 
 意外なことに、このプロジェクトは病みつきにな

る充実感があるのです。これまで参加した方から、

「お母さんのお腹の中にいた感覚を思い出す」とい

う感想も飛び出したり、ゴミ発見名人が誕生したり

もしました。 
 イベントに参加してみて、こんなこともできるか

なとか、一緒に活動してみたいと思った方は、スタ

ッフに声をかけてみて下さいね。 

34 高津区民祭 大山街道が祭りのステージに 

 

 

第１回は、１９７４年高津小学校をメイ

ンに納涼祭として盆踊り大会が開催され

ました。第２回からは、大山街道の二子橋

から栄橋の間１.５㎞を主会場として開催

され、今では約２０万人の区民が集いま

す。７月最終日曜日開催予定。 

大山街道   ［地図 Ａ P57］ 

高津のももちゃん 

身の周りにありながら何

気なく見過ごしている高

津の魅力を集めた「まち

づくり資源集」です。区

役所売店で300円で売っ

ています。 

(7) 



たかつ健康づくり協力店紹介（8） 

⑰ きそば 山中屋 高津店（高津駅前：822-3101） 

  サイズチョイス･･･ミニサイズメニューも充実 

   小食の方でも安心 

⑱ きそば 山中屋 北見方店  

（正福寺バス停奥 白髭神社そば：822-4252） 

  サイズチョイス･･･お客様のご要望にあわせて 量の 

調整をいたします 

ももちゃんとＨＰ（ホームページ）で会える！ 
 

私の高津のお気に入り百選委員会 

■今後も高津のまちづくり資源を集めます。 
 高津のまちづくり資源集“高津のももちゃん”は

昨年出版されましたが、大変好評で第1版は完売し

ました。今年はこの本の内容を、より多くの人に広

報し、まちづくりに役立ててもらうために、高津区

のＨＰに掲載しました。どうぞご覧になって下さい。

高津区の個性的な魅力を、風景・暮らし・活動・歴

史の4つに分類して紹介しています。地図も付いて

いますので、まち歩きにも御活用下さい。 

 「私の高津のお気に入り百選委員会」では、次の

“高津のももちゃん”の編集に向けて、新たな高津

の魅力を探し求めています。 

 

耕そう、地域コミュニティ 
 

コミュニティ部会 

■人気も人気(じんき)もあるまちに 
 生活圏としての利便性がきわだち、活気もあり、

ずっと住み続けたいと思う人も多い高津のまち。そ

れに加えてあたたかい近隣関係がもっと息づくまち

になれば、さらに魅力的な地域になることでしょう。 
 そんなまちづくりをめざして、コミュニティ部会

が発足しました。手始めに、すでに活発な地域活動

やサークル活動などを調べてお知らせしたり、防災

や防犯などいろいろな課題に取り組んでいる町内

会・自治会の活動を紹介したりし

ていきます。 
 いずれは区内の各地で、さまざ

まなコミュニティ活動や相互扶助

の事業などをいっそう盛んにする

ことが目標です。ごいっしょにい

かがですか。 

親しみやすく、分りやすく･･･ 
 

広報委員会 

■ホームページ･･･装いも新たに更新 
 区民のみなさんにより親しみやすく、分りやすい

広報を行う努力の一環として、さきにキラリたかつ

ニュースのタイトルの衣替えを試みました。今度は

ホームページについて、トップページを中心に同じ

ような目的で大幅なリニューアルを行いました。 

 まちづくり協議会の活動が年々活発になるにつれ

ホームページの内容が増え、多様化して来ました。

そこでこのたび、トップページの記載事項を今まで

よりも見やすいように整列し直し、雰囲気も明るく

親しみやすいようにデザインを一新しました。 
 是非アクセスしていただき、そこから楽しく各部

会などへ飛んで行っていただければ幸いです。 
■ご意見、ご要望をお寄せください 

 ニュース、ホームページに限らず、より効果的な

広報のために皆さんの提言をお聞かせ下さい。 
 

交流会の報告 
 

川崎市7区まちづくり交流報告ほか 

 5月15日（日）川崎区市民健康の森（海風の森） 

の風力発電の風車、ビオトープのオープン・イベン

トが開催されました。7区の健康の森関係者も参加。

市長夫人のご出席もいただき盛大裡に終了しました。 

他区まちづくり活動にも参加しましょう！ 

■かわさき・まちづくり交流会（準備会）は、7 月

18日（月・祭）「第10回かわさき大師サマーフエス

タ」にあわせて当日午後3時30分から若宮八幡宮で

川崎区まちづくりクラブ役員との交流会を開催しま

す。 

■宮前区では、7月3日（日）第10回記念平瀬川七

夕サミットが開催されます。 

場所；菅生小学校体育館、時間；13：00～ 

【問い合わせ先・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/kyougikai/kyougikai-top.htm 


