
地域のいろいろなまちづくり資源を探るのが「ももちゃん」。
これから毎号、高津区内の地域ごとに「ももちゃん」を特集する新しい試みが始まります。
今回は高津区の中でも緑が豊かで農業が元気な久末地区の特集です。
また、この特集に関係が深いエコロジーに対する取り組みについて小特集を組みました。

久末へようこそ !

【1-5面】 私の高津のお気に入り百選：久末特集

 久末のももちゃん
 トピックス
 見どころマップ

【6-7面】 エコシティたかつ小特集
 エコシティたかつ 
 かえるプロジェクト
 活動報告
 市民の庭が残る成城 ほか

【8面】 イベントのお知らせ
 市民活動見本市２００８実行委員募集
 編集後記

久末地区のシンボル [配水塔 ]

妙法寺 久末ふれあいの森
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区の最南端部にあって、
大部分は台地とそれを刻

む谷戸から成っています。北の境は矢上川、南は横浜
市港北区高田町、南西端を中原街道がかすめています。
「風土記稿」によれば、小名が１２あり、小貝谷、御堂
谷、芋の谷など、谷戸地形に関わるものが７つもあり、
大地を刻む土地であることがよくわかります。
この地は江戸時代を通じて旗本領で、村域に変化は

ありませんでした。しかし村の成立はかなり早いらし
く、妙法寺には明徳２年 (１３９１年)の古碑や建長７
年 (１２５５年) 銘が刻まれた板碑がみられ、宮前区野
川の影向寺や子母口の橘樹神社、子母口貝塚など歴
史は色濃くつながっています。
明治２２年の市制、町村制で橘村の大字となり、昭和
１２年川崎市の大字となって現在に引き継がれています。
(日本地名研究所編 :「かわさきの町名」より抜粋)

久末（ひさすえ）vol.5

高津区の南に位置する小高い丘の

辺りが久末地区で、この久末緑地・

たちばなの森は三方を斜面に囲ま

れ、北西側に開けているような谷

状の地形に位置しています。階段を

下りていく道は良く整備され、緑地

中央にはテーブル、ベンチが置かれ

でいます。わずかに湧水が流れてい

ましたが以前よりはかなり水量が

減っているそうです。雑木林の中に

早春の暖かい日差しが一杯に差し

込み、林の周りの高地には地元の

人達が植えた水仙が咲いていまし

た。この緑地では今、保全管理を手

伝ってくれる仲間を求めています。

久末緑地
… 静かな緑に包まれて

蓮花寺にゴジラ。由緒あるお寺に何

故ゴジラが現れたのか不思議に思う

方もいると思いますが、実はゴジラの

映画監督である本田猪四郎(ほんだ

いしろう)氏の実父が蓮花寺の住職

を努めていたということです。本田氏

は22歳の時に映画の世界に入り、生

涯４６本の映画を撮り続け、１９９３年

８１歳で亡くなられたということです。

お墓の擁壁を背景にしたゴジラの親

子は結構迫力があり、「ガァオー」と叫

んで今にも動き出しそうです。

蓮花寺にゴジラ来襲 !

元禄６年（1693）、久末村の領主佐橋

内蔵之助は年貢を一挙に100石も増や

すことを村人達に命じました。それまで

も重い年貢に苦しめられてきた村人達

は、江戸で派手な生活を送っていた佐

橋に年貢引き下げを直訴しました。とこ

ろがかえって次々に捕らえられ、19人が

殺されてしまいました。

命と引き換えに村人を救った人々の供

養のために、残った村人達は義民地蔵を建てました。昔は何箇所かあった

義民地蔵が現在は妙法寺と達野に残っており、毎年7月24日の地蔵盆の日

に追善供養が行われています。

江戸時代の義民を供養するお地蔵さま（妙法寺）

久末農産物品評会は大正５年に始まり、第９１回目の平

成１９年は１２月１日と２日の両日にわたり川崎市立久末小

学校で開かれました。久末地区農家が丹精込めて育て

た、大根、白菜、キャベツ、ブロッコリーなど地場野菜が

並び、品質、栽培技術を競いました。

久末の品評会はその出品数と歴史において市内随一を

誇る由緒あるものです。平成１８年の第９０回品評会では、

野菜で宝船を作り祝いました。また小学校菜園の収穫

祭や、出品物の即売、PTAのふれあいバザーも盛大に

行われました。（資料提供はセレサ川崎農業協同組合）

高品質の地場野菜が勢ぞろい
… 農産物品評会

森さんの畑でカリブロという作物を見ました。黄色と紫

色の２種類があって、外見はカリフラワーのようなので

す。やはりカリフラワーとブロッコリーのハーフとのことで

した。見た目も楽しいので色々な食べ方が工夫されてい

るようですが、色の鮮やかさを活かしてイタリアン料理な

どのテーブルを飾っていることが多いようです。

久末の農業は到って元気です。市街化調整区域として農

地の集積が確保され、約 60戸に及ぶ農家の方々の努力

によって、いわゆる後継者問題もさほど深刻ではないそ

うです。勿論、時代の変化に応じて農業も変化してきてお

り、例えば、播種育苗は専門業者が集約的に行い、一般

農家は苗を購入して栽培から収穫までを行うという分業化

が進んでいます。また、IT技術の進歩によって、苗や農薬、

作業機械などの購入ばかりでなく、新種作物の情報収集

もインターネットを通して行っているそうです。

しかし一方ではやはり住宅地が拡大しつつあり、市街化調

整区域を一歩出ると、斜面といえども畑の間際まで住宅

が建ち並んでいる光景が見られます。

久末の農業はいま …

「かわさきそだち」ブランドの一つ、甘くジューシーなト

マトが久末のハウスの中で年間を通して生産されていま

す。栽培に適した環境（温度、湿度、土壌、肥料など）

のハウス内では、なんとトマトが樽や鉢ごとに４本ずつ、

１本１本ワイヤーで吊られて栽培されています。この樽

や鉢は連作障害防止のためのアイディアで、また黄色

い短冊は害虫防除用の仕掛けです。

久末のトマトはいつも旬 !!

大方の農業経営が市街化区域の中で営まれているにも拘らず、ここ久末地区では農業者の営農意欲が強く、
活発な農業経営が行われています。伝統ある農産物品評会が継続的に開催されていたり、かわさき農産物ブ
ランド「かわさきそだち」には「キャベツ」、「ブロッコリー」、「トマト」、「カリフラワー」の４品種が登録されて
います。農業は久末のシンボルです。幾つかのトピックスを通じて久末の農業の姿をお伝えします。

農業は久末のシンボル

色も鮮やかな久末のカリブロ

品評会風景

野菜で作った宝船（平成１８年）

久末のももちゃん
ト ピ ッ ク ス
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久末小学校屋上からの壮大な 360°パノラマビュー     
西は富士山、丹沢山、東は東京タワー、新宿副都心まで一望のもとに
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エコシティたかつ小特集

「かわさきかえるプロジェクト」が提案する〈使い終
わったてんぷら油で石けんを作る事業〉が、高津区
役所の協働事業提案制度で選定され、区役所と協働
で事業化するプロジェクトがはじまります。
２００５年に設立された「かわさきかえるプロジェク
ト」は、NPO法人 川崎市民石けんプラントと連携し、
使い終わったてんぷら油をリサイクルした石けん「き
なりっこ」の普及促進に努めています。これは地域
の中で資源を循環させる取り組みです。このアクショ
ンを通して、未来の子どもたちにきれいな水や空気
を残し、自然と共生するための仕組みづくりや環境
保全活動を進めています。
区役所との協働プロジェクトでは、使い終わったてん
ぷら油の回収を訴えていくとともに、「きなりっこ」
の普及促進に向けたイベントや講座等も順次開催し
ていきますので、皆さん是非ご参加ください。
まずは、５月１８日の「エルカジまつり」で〈使い終わっ
たてんぷら油〉を集めます。かえるが待ってます !

使い終わったてんぷら油を石けんにかえる !
「かえるプロジェクト」がはじまります

高津区では、平成１９年１０月から地球温暖化対策等の
総合的な環境問題への取組みとして、「エコシティたか
つ」推進事業を進めており、新実行計画の区計画に位
置づけ、総合的な展開をめざしています。
平成２０年度は、事業推進に関わる基本方針を策定す
るとともに、区民と協働で「緑のカーテン」の普及や区
役所庁舎の環境展示場 (エコシティホール)化などを

推進します。また、昨年度からは、高津区区民会議にお
いても「環境まちづくり」が審議課題として取り上げら
れており、活発な議論が行われています。

「エコシティたかつ」推進事業 … 地球温暖化対策への総合的な取り組みです

円筒分水スプリングフェスタ
桜が淡く色づいて開花も目前の３月２２日（土）、好天
に恵まれて第４回円筒分水スプリングフェスタが開催
されました。
高津小学校太鼓サークルの子ども太鼓に続き、円筒
分水を溢れる水の音にあわせるかのようにお琴と尺八
の曲が流れ、円筒分水広場は、緋もうせんの上で野
点を楽しむ人々、高津区市民健康の森を育てる会の
竹細工や、地域子ども会のゲーム、ニケ領用水ウォッ
チング・フォーラムによる手作りの風車等を楽しむ約
４００人の来場者で賑わいました。
かわさきミュートンの参加で子ども達も大喜び。まさ

に春の訪れにふさわしい喜びと笑顔にあふれるフェス
タでした。

人集めイベント成功の秘訣を学ぶ

２月１５日、「高津区市民
活動まちづくり講座」が
開催されました。今回は、
イベント企画・人集めに
焦点を当てた内容で、講
師はアマチュア音楽の活
動支援をしているNPO
法人 ARCSHIP 代表の
長谷川篤志さんでした。

長谷川さんは、ご自身も現役音楽家らしく、非常にテ
ンポ良くスピード感溢れた進め方で、自然な笑いや間
のとり方、聴衆との一体感の取り方などについても非
常に参考になる講座でした。
イベントの企画段階では、「なぜ」「誰に」「何を」が
大事な３要素であると教わりました。今後は、その３
要素を意識しながら人の集まるイベントを企画したい
と考えています。

市民の庭が残る成城

１月１５日、まちづくり協議会で、成城のまちを歩いてきま
した。目に付いたのは、街のあちこちに点在する小さな
庭「市民緑地」です。これは、民有地の小規模なみど
りを保全して豊かな環境を未来へ残していくために、市
民の力が結集されたものだそうです。今回見学した「成
城三丁目こもれびの庭市民緑地」では、サルスベリなと
の既存の樹木に加え様々な花木が植えられ、年間を通
して来園者の目を楽しませてくれます。環境に配慮した
エコガーデンを目指したこの庭は、落葉や草花ゴミを
肥料にし、木酢液などの無農薬による管理が行われて
います。
「敷地内の木漏れ日に多くの人が集い、緑に親しみを持っ
て欲しい」との所有者の思いから前述の名称が付けられ

たそうですが、清 し々い木漏れ日の下は地
域の憩いの庭となっています。見習いたいものです。

市民健康の森

成城三丁目 こもれびの庭 市民緑地

まちづくり講座の様子

高津小学校太鼓サークル

かえるのきもち「使用済みのて
んぷら油を回収し、石けんにリサ
イクルって、なんだか気持よくな
る。それは循環すると水や空気
を汚さないからだと思う」

花と緑のまちづくり事業の皆さんによる植栽活動
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昨年はじめて実施した「市民活動見本市」、今年は高津
市民館大ホールに場所を移し、１０月１８日(土)に多文化
フェスタと同日開催する予定です。その企画から積極的
に参加して、見本市を一緒に創りあげていく方を募集し
ます。詳細は下記事務局へお問合せください。

市民活動見本市2008 実行委員さん募集します

編集後記  「キラリたかつニュース」
は、今後年３回の発行に変り、カラー
頁主体となりますが、紙面を一新、
たかつの魅力を地区特集の形でお
伝えする「ももちゃん」シリーズの掲
載を開始します。区民の方々に、高
津区にはこんなすばらしいところが
あったんだ、ということを感じ、ま
たぜひ訪れていただきたいと思って
います。そして、みんなで一緒にま
ちづくりに参画出来るようになれば
もっと魅力的な町、たかつになるこ
とでしょう。

今回の久末地区特集では、町内会
長の森幸男さん、農協生産組合前
支部長の森守さん、そして久末小学
校の関係者にたいへんお世話にな
りました。この紙面を借りて厚くお
礼申し上げます。
「キラリたかつニュース」は区役所や
市民館、プラザ橘など市や区の施
設等でも入手することが出来ますし、
最近オープンしたたかつまちねっと
http://takatsumn.org/からもご覧
いただけます。
今後の記事に乞うご期待 !（Y.O.）

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→

たかつまちねっと→高津区まちづくり協議会

 5/17（土）作文教室公開イベント
『言葉のもつ不思議なちから』
 10:00～11:30
場所：すくらむ２１ホール(溝の口駅 徒歩１０分)／対

象：６～１２歳のこども／参加費：１５００円(保険料・教材費込)／主
催：NPO法人すまいるスキップ・こども塾／「言葉を“つむぐ”楽し
さや、言葉の持つ美しさ・奥深さを感じる」をテーマに、参加者全
員で詩を作る“つみあげうた”にチャレンジします。

5/18（日） ２００８春のエルカジまつり
場所：梶が谷駅タクシーロータリー及び東急電鉄管理通路／主
催：梶が谷駅前通り振興会

5/24（土）25（日） 高津市民館サークル祭
場所：高津市民館／主催：高津市民館、高津市民館サークル連絡
会／高津市民館で活躍している各種サークルが一堂に会して、
活動の内容、成果を広く発表します。展示や舞台発表のほか、体
験コーナーやスタンプラリーもあります。ぜひお越しください!!

5/31（土） Buyかわさきフェスティバル inたかつ
10:00～17：00
場所：JR溝口駅改札前と北口ペデストリアンデッキ／主催：川崎
市、川崎商工会議所／市内名産品の展示即売会です。市内産生
鮮野菜の販売もあります。

6/1（日）～14（土） 高津区市民健康の森 ホタル鑑賞会
19:30～20:30
場所：高津区市民健康の森・ホタルの里 (高津区野川４１０付近)
／主催：高津区市民健康の森を育てる会／高津区市民健康の森
を育てる会のメンバーが皆様のホタル鑑賞をガイドします。

６/15（日） おもしろ芸術体験イベント
『楽器とリズムの音楽体験♪』10:00～11:30
場所：てくのかわさき てくのホール（溝の口駅 徒歩５分）／対象：
５～１２歳のこども／参加費：１５００円（保険料・教材費込）／主
催：NPO法人すまいるスキップ・こども塾

6/28（土） なかよしコンサート
11:30～13:30～（2回公演）
場所：高津市民館大会議室／主催：高津区文化協会／親子で楽
しめるコンサートです。 ※入場には整理券（６/１７より市民館窓
口にて配布）が必要です。

7/4（金） 七夕まつり
場所：川崎市民プラザ屋内広場／主催：川崎市民プラザ

7/13（日） たかつ区健康福祉まつり
場所：てくのかわさき／主催：たかつ区健康福祉まつり運営委員会
（区役所地域保健福祉課内）／健康と福祉に関する各種催しも
のや、コンサートなどを開催。

7/27（日） 高津区民祭
場所：大山街道周辺／主催：高津区民祭実行委員会

8/10（日） 橘ふるさと祭り
場所：川崎市民プラザ／主催：橘ふるさと祭り実行委員会

8/24（日） おもしろ芸術体験イベント
『みんなでオリジナルソングをつくろう♪』 
10:00～11:30
場所：てくのかわさき てくのホール(溝の口駅 徒歩５分)／対象：５
～１２歳のこどもと保護者／参加費：１５００円(保険料・教材費込)
／主催：NPO法人すまいるスキップ・こども塾
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