
 

近隣住民の親睦や交流を広げ深めて、防災に強い地域づくりへ 

             ～町内会・自治会への「防災アンケート」から～   コミュニティ部会

■利用したい「耐震診断」制度 
近年、地震が連続的に発生しているため、各地で

災害に備える取り組みが進んでいますが、コミュニ

ティ部会では昨年末、高津区内104の町内会・自治

会に「防災アンケート」調査を実施しました。 
ご回答は60％近くの方に及び、防災問題への関心

が強く、各地でさまざまな具体的な取り組みも行わ

れています。その内容をお知らせします。 れています。その内容をお知らせします。 
大規模な地震が発生した場合、阪神・淡路大震災

でも木造密集住宅地が大変な被害を受けました。川

崎市では高津区の梶ヶ谷 3 丁目、新作 4～6 丁目、

諏訪1・3丁目、二子1～3 丁目、溝口4・5丁目な

どを「耐震改修推進地区」として重点地区に位置づ

けていますが、このことはほとんど知られていない

様です。 
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どを「耐震改修推進地区」として重点地区に位置づ

けていますが、このことはほとんど知られていない

様です。 
また川崎市には、1981年以前に建てられた木造住

宅に対して、無料で「耐震診断」の資料を配布した

り、「耐震診断士」を派遣する制度もありますが、こ

れもあまり知られていない様です。 

また川崎市には、1981年以前に建てられた木造住

宅に対して、無料で「耐震診断」の資料を配布した

り、「耐震診断士」を派遣する制度もありますが、こ

れもあまり知られていない様です。 
こうした制度を大いに活用したいものです。 こうした制度を大いに活用したいものです。 

■災害に備える取り組みでは ■災害に備える取り組みでは 
いっぽうアンケートで寄せられた災害に備える取

り組みでは、町内会や自治会で防災訓練を実施した

り、災害時・緊急時の連絡網を作成したり、防災用

品や食料品の備蓄を行う地域が増えています。 

いっぽうアンケートで寄せられた災害に備える取

り組みでは、町内会や自治会で防災訓練を実施した

り、災害時・緊急時の連絡網を作成したり、防災用

品や食料品の備蓄を行う地域が増えています。 
なかには防災倉庫を設置したり、防災対策費を計

上して5か年計画で取り組んでいる町内会などもあ

ります。 

なかには防災倉庫を設置したり、防災対策費を計

上して5か年計画で取り組んでいる町内会などもあ

ります。 
しかし、防災用品を備蓄する施設がなかったりし

て、行政の支援や取り組みを要請する意見も寄せら

れています。 

しかし、防災用品を備蓄する施設がなかったりし

て、行政の支援や取り組みを要請する意見も寄せら

れています。 
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 災害に強いまちづくりをめざして 
    防災に強いまちづくりが急がれる高津のまち
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、敬老の集いなどが盛んに行われ
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映像マップ｢高津の大きな木｣  

 

 高津のまちの樹（川崎市まちの樹５０選から） 

末長【オオシマザクラ】 まちの樹指定番号

所在地 高津区末長 オオシマザクラ（バラ科）

樹高7.5m／目通り3.2m 

 この桜の木は江戸見桜と呼ばれ江戸時代、大山

街道を行く人々は江戸から良く見えたこのサク

ラを街道の目印としたといわれている。 

 

  

 

 
高津の緑部会 

■プロローグ 
ＪＲ南武線と東急田園都市線の交差するまち、川

崎市高津区。 
ここ数十年来、急速な都市化の波にさらされてき

た高津区は、実は、多摩丘陵の突端部分として、緑

に恵まれた丘陵の入り口となっています。 
多摩川から望む多摩の崖線を見れば、いわゆる緑

の入り口が、この高津区であることがわかります。 
駅名にもなった「溝の口」とは、その由来どおり、

玉川の溝を引いたところ…。すなわち、水の入り口

でもあった高津区は、緑と水と大山街道筋の文化と

があいまって造られた、豊かな歴史の町でもあるの

です。 
この高津区に残された緑の遺産、大きな木をたず

ねて、さまざまな映像を集めました。 
■神庭緑地のホオノキ 
昔も今も、多くの人が、大きな木の下に憩います。

大きな木に憩う人々は、その心が、永遠の時に繋が

って、豊かになっ

た思いを抱くに違

いありません。 
高津区蟹ヶ谷に

ある神庭緑地のシ

ンボル・ツリー、

ホオノキは語りま

す・・・ 
「緑は、大地の呼吸そのもの、木々は天と地の交

信を伝える役割を持っている。私の周りの懐かしい、

懐かしい緑の里山風景、そして竹の林の、ひっそり

と音のない世界。風がざわめいても、木漏れ日の中

で、繭欄が咲いている、金蘭、銀蘭の小さな花も美 

しい。・・・」ホオノキのやわらかい大きな葉が展

開する新緑…。その美しさは、野生の樹木の中でも

際だっています。 
■久地梅林 

 

庭とお屋敷が残り、梅林跡は公園になっています。 
梅の品種は200種類以上もあるともいわれ、それ

ぞれ原産地・中国を偲ばせる名前がついていますが、

梅林公園には、多くの品種が集められています。 
梅屋敷の中には、樹齢を経た古木が、趣き深く咲

匂っています。大きな梅ノ木はこの形のまま永い時

を越えてきたように見えます。 
蔵の白壁に映える、黄色のウメも、それは見事な

ものです。 
高津区の区の木は梅、区の花は水仙ですが、水ぬ

るむ頃の多摩川の土手に足を運べば、自生の水仙が、

そして、多くの水鳥の姿が、心を和ませてくれます。 

■久末のケヤキ 
一方、丘陵地の久末では、ケヤキやサンシュユが

芽を吹かせます。 
枝ぶりが美しいケヤキは、その端正な樹形が好ま

れ、成長も早いために、よく公園の植生や街路樹と

して植えられる、なじみの深い木です。保存樹木と

なっている、久末のケヤキは、見事な枝ぶりです。 
 

◆ 映像マップ｢高津の大きな木｣完成に向けて 
以上のようなナレーションを付けて、映像の編集に

入っています。4 月には皆様に見ていただけるはず

です。乞うご期待！！ 
北沢 清先生のスケッチ 

（冬の季節） 
春が近づいて、まず一番に

行ってみたくなるのは、久地

梅林です。近郷近在に梅で知

られた梅屋敷。梅屋敷は、今

も往時をしのぶように、門と



子育てグループの利用増加中 

ー 

番外 濱田

 
高津区民活動ルーム 

■利用登録団体について 
コム・ちどりの利用登録は現在 69 団体になって

います。 
会議室や印刷室の利用のほか特に評判なのがじゅ

うたん敷で広いフリールームで、登録団体の内およ

そ3分の１が子育てグループです。3月8日に行わ

れる利用者の懇談会も子供連れのお母さんが大勢参

加していただけることでしょう。 
■利用登録申し込み先 
お電話でご連絡いただければご案内いたします。 
・高津区民活動ルーム  電話(812)1218 
・高津区役所地域振興課 電話(861)3133 

■「親と子の英語教室」DOKODEMO英語CLUB 

 DOKODEMO英語CLUBは元気キッズとママのための

英語クラブ。ネイティブスピーカーと一緒に英語で

遊んだり、学んだり、作ったり、歌ったり、踊った

り、いろいろ

なことを英語

で体験し、英

語が大好きに

なれるクラブ

です。クラス

は年齢別でト

ドラークラス

(0～1歳)、キ

ンダークラス(2歳～

12歳)の3クラス。毎

ールームで毎回楽し

お問い合わせ 

新しい仲間が増えています 
 

市民健康の森を育てる会 

■盛況でした、仲間も増えました･･･竹炭焼き教室 
もう恒例の年中行事となった竹炭焼き教室ですが、

今年は2月4日（土）、5日（日）の両日にわたって

開かれましたが、25名の方々の参加を得て盛況裡 

に終ることができました。 

 それにも増して嬉しかったことは、参加者のうち、 

13名の方が健康の森の活動に興味を持たれ、新たに

入会されたことです。私たちの活動もさらに楽しく

活発になってゆくことでしょう。 

■トピックス 

次号に詳しくお伝えできるものもあるかと思いま

すが、最近のトピックスをいくつかご紹介します。 

〇湧水地の整備：森地区のホタル生息地周辺で清浄

な湧水を確保するなどの作業が完了しました。 

〇春日台公園の整備：丘地区を都市公園として整備

する工事がいよいよ3月1日から始まります。 

〇カブトムシの育成：ホタルに加えて、カブトムシ

の幼虫を育成中です。成果をご期待下さい。 

 
囲み記事のご説明を一寸･･･ 

 
広報委員会 

 本紙4頁目の「高津区の町名探訪」は、主に日本

地名研究所編『川崎の町名』（平成3年3月川崎市発

楽しかったハロウィンパーティ
庄司記念碑 

)、エレメンタリークラス(6～

週金曜日はコムちどりのフリ

く活動しています。 

090-1791-5810 土屋まで 

行）を基にしています。紙面の都合上かなり要約し

ていますので、内容的な査閲を川崎市地名資料室を

経由して日本地名研究所にお願いしています。 

 2 頁目の「高津のまちの樹」の北沢先生のスケッ

チは、春夏ではなく冬季の樹木を写されたものです。 
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昨年末、大山街道は片町の第一ホテル前、母方の里であ た旧太田

院の跡地に建立されました。碑文は『巧匠不留跡』で「名工は細工

あとを残さない」の意。 

っ

濱田庄司は栃木県の益子焼を芸術にまで高めた陶芸家で、第１回人

国宝・文化勲章受章者。溝口で生まれ、今も宗隆寺に眠っています。

材は久本で古くは橋材として利用されていた自然石で、ご親戚の日

画家・岡信孝画伯から寄贈されたもの。 

溝口2丁目3-12 

 



3･25 円筒分水スプリングフェスタ 

高津区の町名探訪：

「作延」の由来ははっき

地が丘陵に挟まれて東西に延

する「サク」を使って命名し

秀吉の頃の天正18 年（15

文献の中に見られ、当時はま

る頃には上・下2村に分かれ

 明治22年の市制・町村制

村、下作延は高津村に入りま

川崎市と編入先が変わりまし

って、上・下いずれの作延も

タ 

 
水辺の風景部会 

■春の訪れを二ヶ領用水で確認！ 
 昨年初の試みで好評を博した、二ヶ領用水のシン

ボル「円筒分水」でのスプリングフェスタを、今年

は3月25日（土）14:00～16:00（雨天時は翌日に順

延）に実施します。二ヶ領用水沿いの桜は、このお

祭りを待って咲き始めます。昨年もお手伝いいただ

いた、二ヶ領用水ウォッチングフォーラム、高津区

市民健康の森を育てる会、高津区建設センターの皆

様の絶大なるご支援を得て、成功させたいと意気込

んでいます。今年も三曲協会のお琴や尺八の演奏を

聴きながら“水

辺の風景”を楽

しむ企画をして

います。楽器体

験もできますの

で、お子様連れ

で楽しみ、春休

みの素晴らしい

思い出作りにし

ましょう。昨秋の「交会

中原、平瀬川の水と緑に

かけて、盛大なスプリン

ています。お気軽にお出

 3月19日（日）には二

クト＜小雨決行＞を実施

どなたでも参加出来ま

9:30 に円筒分水に集合

い服装と軍手を持参くだ

麗に清掃して、春の訪れ

まちづくりイベントの数々 
 

 

■まちづくりネットワーク会議２ 
 高津区まちづくり協議会（第3期）は、区民が区

と力を合わせて、実践活動をして来ました。その実

践成果を発表すると共に、これからのまちづくりに

ついて、区内で活動する様々な仲間達と一緒に語り

合う場を開催します。 
 同時に、第4期高津区まちづくり協議会委員も募

集しております。（平成18年4月～平成20年3月） 
日 時 3月4日（土）13:30～16:30 
場 所 高津区役所1階市民ホール 
その他 ４つの分科会を実施します。 

①円筒分水 ②コミュニティ 
③自転車  ④花のある道づくり 

■第4回市民自治創造・かわさきフォーラム 
 一人ひとりが自分で出来る事から始め、それが地

域の人々・物・心の環になってつながれば、力は何

倍にも広がります。そうした「地域力」をキーワー

ドに、市民の力で築く新たな地域社会のあり方につ

イクゾー君 
昨年のスプリングフェス
上作
さく

延
のべ

･下作
さく

延
のべ

［その 1］

りしませんが、平瀬川の谷底低

びているので、「狭間」を意味

たとも言われています。 

90 年）には「作延郷」の名前が

だ１村でしたが、江戸時代に入

たようです。 

施行時に上作延は向丘（むかおか）

した。その後下作延は高津町、

たが、昭和47年の区制施行に伴

高津区に編入されました。 

【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:044-861-3134 Fax:044-861-3103 

E-mail:67tisin@city.kawasaki.jp 
URL:http://www.city.kawasaki.jp/67/67kusei/ 

home/kumin/kyougikai/kyougikai-top.htm 

」に参加された、宿河原、

ご縁のある団体にもお声を

グフェスタにしたいと念じ

かけ下さい。 

ヶ領用水おそうじプロジェ

してフェスタに備えます。

す。気軽な気持ちで、当日

してください！汚れてもい

さい。二ヶ領用水沿いを綺

を確認しましょう！  

いて、皆さんと語り考えます。 
日 時 3月11日（土）12:30～19:00 

     3月12日（日）10:00～17:30 
 場 所 麻生市民館・麻生区役所 

（麻生区万福寺1-5-2） 
 その他 詳細は、チラシをご参照ください。 
■高津区「花と緑と道づくり」フォーラム 
 平成 18 年～20 年度にかけて実施予定の野川・柿

生線沿道の景観整備に向け、広く区民のみなさんの

意見を聞き、計画づくりに生かしていくために開催

します。 

 日 時 3月18日（土）14:00～16:00 

 場 所 高津区役所５階会議室 

 テーマ 高津区の「花と緑と道づくり」 
 その他 当日、先着120名様にフラワーポットを

配布します。 
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