
【1-5面】 特集告知

 高津区市民活動見本市2007
 分野別 参加団体紹介
 全参加団体リスト
 タイムテーブル ほか

【6-7面】 活動報告
 駅とまちシンポジウム
 イベント告知
 円筒分水見学会など ほか

【8面】 町名探訪、ももちゃん、
 編集後記 ほか

まちづくりに興味があり地元の活動に参加したい人、何か
新しいことを始めたい人、役所じゃわからない、市民活動
に関する情報を知りたい人、皆さんの参加とご来場を待っ
ています !ステージイベントを通して、市民活動やサークル
活動を、わかりやすく紹介します

日時： ２００７年９月２９日（土）
 １１：００～１６：００

場所： 高津市民館 大会議室
 ノクティプラザ２ １２階

主催： 高津区まちづくり協議会、高津市民館、
 高津区役所
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さまざまな文化事業をパワフルに推進する　… NPO法人 高津区文化協会 …

公園体操は健康づくりと介護予防が目的です。運動が
苦手な方も、高齢者の方も、無理なく気楽に参加でき
る体操です。友人、知人を誘い合ってご参加ください。
自分の健康は自分の努力と仲間の協力で勝ち取りたい
ものです。「さあ、始めましょう、高津区公園体操を！」
市民活動見本市では、公園体操の指導と普及促進に
協力頂いている中西一弘先生と共に、ご来場の皆様と

公園体操を行いたいと
思っています。
この機会に、是非とも
一度公園体操を体験し
てみてください。
皆様のご来場、お待ち
申し上げます。 公園体操の研修風景

“ 困った時はおたがいさま”の気持ちで、病気の方、
ご高齢の方、障害を持った方、産前産後のご家庭のお
世話をして21年。私たち特定非営利活動法人・たすけ
あいだんだんは、一樹に根付いた人の輪と経験を活か
して福祉サービスを提供しています。
介護保険、障害者自立支援法対応でも、ケアマネージャ、
ホームヘルパー、デイサービス・スタッフとして約７０名の

会員が活動しています。
自分たちが福祉の受け手となった時、住み慣れたこの
地域で安心して暮らし続けることができるよう、ちょっ
とした助けあいから公的サービスまで福祉の充実を目
指しています。

高津は大山街道の宿場町として発展し、多くの優れた
文化遺産に恵まれた地域で、国木田独歩の名作『忘れ
得ぬ人々』の舞台でもあり、多くの芸術家や文学者の
足跡が残されています。それらの人となりや業績が今な
お伝統的に息吹き、豊かな独特の文化的風土を形成し、
新しい芸術文化活動の盛んなまちでもあります。

高津区文化協会は、この豊かな文化や歴史的風土に新
たな息吹きを添える活動を推し進めています。会員はた
だいま90人。秋の高津区文化祭の開催を中心に、講
演会や各種コンサート、文化財の保護や芸術作品の展
示、春の文化講座や夏の子ども1日文化体験講座など
に総力をあげて取り組んでいるNPOの活動団体です。

公園体操をはじめませんか　… ヘルスパートナー高津 ( 高津区運動普及推進会 ) …

私たちの手で 地域の福祉を　… 特定非営利活動法人・たすけあいだんだん …

私たちは「ゆっくり・
みんなで・たのしみ
ながら」活動を行って
います。目的は「高津
区市民健康の森」の
里山環境を将来にわ
たり保全・育成をし、

自然環境の学習や地域コミュニティの場として、人と自
然との共生を図りながら管理運営を行うこと。具体的
には孟宗竹の伐採・下草刈り・間伐・植樹等の維持管理。
又ホタル鑑賞会・竹炭焼き教室等のイベントです。今年
度は１０月に「さつまいもの収穫祭」を計画しています。
みなさん、是非市民健康の森へお出かけください。

いも掘りに汗を流す

ゆっくり・みんなで・たのしみながら 　… 高津区市民健康の森を育てる会 …

二ケ領用水は農業用水としての役目を終え、現在は市民
に潤いを与える環境用水として貴重な歴史的文化遺産
です。二ケ領用水ウォッチング・フォーラムは設立後５年
目ですが、地域環境ボランティア団体として、市民の目線
で二ヶ領用水を見つめ、「自分たちにできること」を考え、
話し合い、行ってきました。主な活動は、マジックハンドを
使った清掃、竹炭での二ケ領用水の浄化の試み、水質の

浄化を願って水質調
査、二ケ領用水を学ぶ
市民学級や夏休み親
子学習などです。

高津の水環境を守ろう! 　… 二ヶ領用水ウォッチング・フォーラム…

いざ清掃へ

髙津には古代人が住んだ多くの遺跡があり、歴史を感
じる町です。高津シルバーガイドの会は平成７年に発足
し会員数は現在２０名です。人口増著しい新区民の人た
ちにも、もっと髙津を知って頂き、もっと親しみやすいまち
に、と思ってガイド活動中です。
散策モデルを７地区に分けてご案内していますので、詳
細はお問合せ下さい。

また今年度は行政との協働
事業で「高津区石造物等歴
史的資産調査」事業を展開
中です。

【お申し込み先】
高津シルバーガイドの会 
池田安麿 044-844-1767
yasumaro@gamma.ocn.ne.jp

下作延 円福寺 六地蔵
伝内藤慶雲作

髙津をもっと知ろう! 　… 高津シルバーガイドの会…

１９９１年から高津区で子ども・若者たちの居場所を開
設しています。２００３年より川崎市子ども夢パーク内で
公設民営による不登校児童生徒の居場所「フリースペー
スえん」の運営を行ない、２００６年からは指定管理者と
して「子ども夢パーク」全体の管理運営に当っています。
また、同年より若者たちの自立支援事業として、「工房た
まりば」をオープン。今年からは高津区との協働事業と

して「子育て懇談会・思春期懇談会」も開催しています。

夢パークで演奏する「えん」の若者たち

地域教育会議は、
これからの教育を
考える住民組織と
して平成５年に発
足し、高津市民館
を拠点として活動し
ています。

地域教育会議の目的は、（１）学校・家庭・地域などが話
し合う場の創設とネットワーク化、（２）区内中学校区の
連絡調整や交流機会の提供、（３）地域の教育ボランタ
リーな活動の把握とその情報提供などです。
具体的な活動は、「教育を語るつどい」「子ども会議」等
の開催、「広報誌『カルチャー・たかつ』」の発行などです。
みなさまの参加とご協力をお待ちしています。

誰もが 「生きている」 ただそれだけで祝福される …NPO法人フリースペースたまりば…

いきいきとした川崎の教育をめざして　… 高津区地域教育会議 …

子ども会議分散会のようす
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参加します！



参加団体リストQ&A市民活動見本市

多摩川野焼き土器づくり大会運営委員会／樟風会／二ヶ領用水ウォッチング・

フォーラム／ゆらっくす／(財)かわさき市民活動センター／自転車問題研究会／

溝口第二町会まちづくり協議会／東京衣装きもの学院／いけ花小原流 千草会／

NPO法人かわさき創造プロジェクト／たかつ九条の会／高津年金者組合／川崎

北部のぜん息患者と家族の会／ブルースカイズ／NPO法人すまいるスキップ・こ

ども塾／高津区市民健康の森を育てる会／藤間流 しの舞会／NPO法人「たす

けあい だんだん」／高津メンネルコール／梶が谷駅前まちづくり協議会／高津シ

ルバーガイドの会／NPO法人防犯ネットワーク／NPO法人高津区文化協会／も

う一回算数・数学／川崎・多摩丘陵の里山を守る会／ほたる会／津田山コーラス

／高津区子ども会連合会／久本薬医門公園管理運営協議会／童謡心の歌をうた

う会／高津地区食生活改善推進員協議会／高津「萌」俳句会／油絵創作グルー

プ「二軌会」／二ヶ領用水・溝口灯篭流し実行委員会／混声コーラス「シリウス」

／五色の糸／在宅介護者の会／女性防災かわさきボランティア 絵手紙サークル

／女性防災かわさきボランティア／いきいきセミナー実行委員会／たちばな緑の会

／たちばな婦人学級／区民ミニ・ガーデン／NPO法人フリースペースたまりば／

エッセーの会／津田山緑地里山の会／NPO法人高齢者生活支援センター／ヘル

スパートナー高津 (高津区運動普及推進会 )／高津区地域教育会議

A.小さな活動が大きな解決へのエネルギーにつながるための場づくりです！
なぜ今
「市民活動見本市」なのですか

Q.
自ら課題を解決するための
市民活動が増えています。
前号のキラリたかつニュースでも述べたように、
地域課題が複雑化してきた今日、多様化する地
域の問題すべてに行政だけで対応することは不可
能になってきています。
最近の川崎市でも、身近な自分たちの生活にか
かわる地域の問題に、行政だけに頼るのではなく
して解決しようと取り組む市民が増えてきていま
す。一人ではなかなか解決できない問題も、仲間
が集まれば一つの市民活動グループとなります。
このような流れから現在の高津区では、課題の
数だけ様々なグループが存在し、日々様々な活動
が行われています。子育てグループや環境保全に
関するグループなど、分野に分かれて実に様々な
市民活動グループがあります。

しかし小さな市民活動には限界があります。
日常生活を送っていくだけでも大変な、専門知識
を持たない市民が、活動グループを作って課題解
決に取り組むのは簡単な事ではありません。

課題解決には情報収集が必要です。
課題を解決するためには、情報を収集し、似たよ
うな活動を行っているグループがどのように課題
に取り組んでいるのか、どのような活動を行って
いるのかといった点を知って参考にする必要があ
ります。しかし、現在はまだ地域の情報が整理さ
れておらず、バラバラに散在しているため、適切
な情報を得るのは簡単ではありません。

だからこそ市民活動見本市 !
同じような問題を抱えたグループ同士が、問題を
共有し、情報を交換することで課題解決へ向けて
の大きな一歩を踏み出すことが出来るのでは ?と
考えた高津区まちづくり協議会は、様々な分野の
市民活動グループが一堂に会することの出来る場
つくりを考えました。その場が今回の「市民活動
見本市２００７」です。
分野こそ違うけれども、「高津区における問題」
という共通項を最大の接点に、似たような問題を
抱える人達が集まることで、問題意識を共有し、
課題解決のために情報を交換し合い、相互協力
を進めることでより大きな前進へのエネルギーと
なることを期待しているのです。

■環境・まちづくり ■子育て
■福祉・健康づくり ■文化・生涯学習
■全分野
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８月２日てくのかわさきにて「駅とまちシンポジウム」が
開催されました。当日は東急沿線各地域より１５０名が
参加し大盛況となりました。
横浜国立大中村文彦教授による「駅とまちづくりについ
て」の基調講演では、成熟社会の到来を踏まえ、駅を
中心とするまちづくりを進めることが、都市の持続的成
長の観点から重要であるという話がありました。
次に二子新地～溝の口駅間の複々線完成後の高架下
利用についてのワークショップ報告が行われました。鉄
道高架下の利用について市民参加で検討が行われたの
は日本初で、安心して歩けるプロムナードの整備や、駐
輪場、商業施設、コミュニティ施設の整備などが提案
されました。後半のパネルディスカッションでは、高津区・
宮前区の沿線についての様々な意見が出され、鉄道沿

線における事業者、市民、行政の連携による
まちづくりへの展開が今後期待されます。

“田園都市線・かわさき”駅とまちシンポジウム開催

７月２７日、高津市民館でフォーラム「溝口駅南口を考え
る～緑豊かな素敵なまちに～」がマップの会主催で開
かれました。まちづくりプランナーの荻原礼子さんは「魅
力づくりのため利害関係の無い住民が関わっていくこと
が必要」と具体例を提案。パネラーの伊中悦子さんは
緑の保全と活用を、宗片亜矢子さんは子育てママ１２６
人の南口についてのアンケート結果を披露、子供が遊べ
る広場が欲しいと訴えました。
後半は参加者５０人による意見交換で、北口と異なる空
間にすることを基本方針に、背後の緑の活用、JR線
路側道路を活用した駅前広場拡張、駐輪場やバスロー
タリーの必要性、 集客性ある文化施設の要望などの発

言がありました。地権者も納得できる新しい
考え方を共有できたら、南口がユニークな川崎のポイン
トになり得る可能性を感じました。

“ 溝口駅南口を考える”フォーラムを開催

勉強ばかりが子どもの本分じゃない。近所の沢山の友
達と遊ぶのも子どもの仕事です。大勢で遊んでいると
自然発生的にリーダーができます。クラス、年齢、学校
の違いを越えて、幼稚園児から中学生まで集団で遊ぶ。
このような「子ども会」の中での社会がおもしろく大
切なのです。全国展開する子ども会は高津区内でも３５
の会が町内会・自治会単位で活動しています。

【加入お問合せ】
高津区子連事務局　河野裕子　090-9961-0078

学年を超えた集団遊び  ～高津区子ども会連合会～ 

昭和１６年にできた二ヶ領用水久地円筒分水（川崎市内
初の国登録有形文化財）が約６５年経過し、本体のコ
ンクリートの劣化が進んでいるため補修をすることにな
りました。この補修時でないと見ることができない水の
ない円筒分水の様子を、広く市民の皆さんに見学して
いただき、当時の技術の素晴らしさを知ってもらうとと
もに、貴重な財産を守っていくことの大切さを感じても
らうために見学会などを行います。是非ご参加ください。

１ ： 現地見学会（１１月２７日～１２月１日の５日間を予定）
２ ： 講演会（１１月２９日 夜間、高津市民館）
３ ： 模型と関連資料の展示（１１月２６日～１２月３日）

水の無い円筒分水をのぞいてみよう! 

二ヶ領用水久地円筒分水（水を抜いた状態）

日頃の久本薬医門公園は保育園の児童や高齢者の憩い
の場所として親しまれ、公園内の蔵の周辺にはいつも
人がたまっています。
そしてこの秋、久本薬医門公園はイベントが盛りだくさ
ん計画されています。主なものを右に示します。
皆さん、ぜひお立ち寄りください。

● 公園体操：毎週金曜日、午前６時３０分から
● 土器づくり：９月２２日（土）～２３日（日）
 多摩川野焼き土器づくり大会の土器作りです。
● お月見の会：１０月１３日（土）※雨天順延１４日

● 土器作品展 :１０月７日（日）~１４日（日）予定
 多摩川野焼き土器づくり大会の作品展です。

久本薬医門公園 秋の日程です !

１１月１０日（土）午後に７区まちづくり交流会が高津区で
開催されます。交流会は毎年春と秋の２回、各区を巡回
して開催されるもので、今回の高津区開催で７区全てを
回り終えます。内容は高津区内のまちづくりの話題の場
所の見学会と各区のまちづくり推進組織の方 と々の懇
親会が予定されています。

詳細が決まり次第ご案内をお送りしますので、
関心のある方は事務局までご連絡ください。

川崎市７区まちづくり交流会開催

東急田園都市線の混雑緩和のために、二子玉川駅～溝
の口駅の約２kmの区間で複々線化工事が行われていま
す。現在高津駅の改良工事が山場を迎えており、下りホー
ムの切り替え、上りホームの切り替えを順次行っていき
ます。２００８年度完成に向けて、急ピッチで工事が進
められており、複々線化されると大井町線が溝の口駅ま
で乗り入れるため、自由が丘、大井町方面へのアクセス
も大幅に改善されます。

田園都市線の複々線化工事が進んでいます

複々線化工事が進む田園都市線

シンポジウム会場の様子

水風船戦士溝口駅南口
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ホームページが内容と装いを新たにします
高津区まちづくり協議会の役割が第４期以降「中間支
援」主体へと変化したことに応じた動きです。

どう変るのでしょうか
より広く市民活動団体間の交流や協働を支援し、ネット
ワーク化を促進するためのコンテンツを増やし、多彩な

内容にします。
また従来川崎市のサイトに依拠していたものを、今後は
独立したサイトへと移行する予定です。

準備状況は?
現在大まかな掲載内容の検討を終り、１０月から業者に
よる制作を開始、１２月末には完成の予定です。

ホームページは新装お目見えの準備中です ～手づくりの良さを失わずに～

向ヶ丘は明治２２年の市
制・町村制施行時に上作

延、長尾、平、菅生の４ヶ村と下作延村の飛地が合併して
できた向丘村に因む町名です。向丘とは多摩丘陵を古
来多摩の横山、向の丘と呼んだことから命名され、当時は
「むかおか」と呼ばれていたようです。「向」と「丘」の間に
「ヵ」や「ヶ」が入っているのは小田急電鉄の「向ヶ丘遊園
地」開設時（大正１５年）以来だと言われています。

昭和１３年川崎市に編入され向丘村は無くなりました。
戦争中は軍用地として接収され、戦後は昭和２６年の
農地解放、昭和５７年の高津区からの宮前区分区を経
て、住居表示実施の後は「向ヶ丘」の名は高津区のみ
となりました。しかし宮前区の旧向丘地区では今でも公
共施設名や連合町内会その他の団体名等に広く使われ
ています。(日本地名研究所に校閲をお願いしました。)

向ヶ丘（むかいがおか）

編集後記  「キラリたかつニュ-ス」
３２号をお届けいたします。
今回は、９月２９日開催の「市民活動
見本市２００７」を中心に纏めました。
まちづくりに、さまざまな方面で活躍
されている沢山の団体が、一堂に集
まる見本市に先立って、紹介記事を
掲載しました。開催日当日は、更に多
くの団体が参加を申し込んでいます。

まちづくりに新たに取り組まれる方、
活動団体に所属されている方、是非
この機会に来場され、ご自身で納得
ゆくまで他団体の活動を見聞し、体
験してください。
編集子一同は、今回の「市民活動見
本市２００７」が、来場者すべてのさ
まざまな活動に貢献できると信じて
おります。（TY）

お問い合せ・ご連絡先

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）

電話： 044-861-3133
Fax： 044-861-3103
E-mail： 67tisin@city.kawasaki.jp
ホームページ：川崎市→高津区→
区民の活動ページ→高津区まちづくり協議会

「高津のももちゃん…私の高津のお気に入り
百選２００４年」では “ 高津の暮らし”の中にKSPとミ
ツトヨ博物館の施設が紹介されていますが、その外構
の大きく育った樹木も人気があります。最近この緑豊
かな地域に “ザ・タワー&パークス”が建設され、提
供公園としてみどりの大広場がつくられました。KSP
の緑と呼応した爽やかな空間は今後の成長が楽しみで
す。空まで伸びた超高層のマンションには威圧感も感
じますが、樹木を植栽して、豊かな歩行空間を確保し
ています。ライトアップされた夜の緑も美しいものです。

私の高津のお気に入り：００２　KSPとみどりの大広場

vol.4

KSPと ザ・タワー＆パークス付近の豊かな植栽
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