
能満寺

千年地区を
訪ねよう！

【1-6面】 私の高津のお気に入り百選：千年特集

 千年のももちゃん
 トピックス
 見どころマップ

【7面】 水と緑、高津区民祭
 イベント予告

 市民活動見本市 ほか
 編集後記

【8面】 市民活動見本市２００８
 のお知らせ

千年へ
ようこそ！

千年神社 江川せせらぎ遊歩道

市民活動見本市２００８
開催のお知らせもお見逃しなく！
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「千年」は区の東端の中

央部にあって、台地と低

地がほぼ半分ずつを占めています。

この地は旧千年村の村名を受け継いだ町名で、それ以

前明治 8年「清沢村」と「岩川村」が合併して成立した

「千歳村」が明治11年に千年村と表記を改めたものです。

千年村は明治22年に市制・町村制施行とともに「橘村」

の大字となり、昭和12年に川崎市の大字、47年に高

津区の大字となり、現在に至っています。

地区南部を「中原街道」が通っています。今は切り通し

のため高低差が目立ちませんが、かつては「蟻
あり

山
やま

坂
ざか

」と

いうかなりの急坂で、現在でも旧道が残っています。

東側の新城との境にある「岩川 (「巌
いわ

川
かわ

」)」にかかる橋

が岩川橋です。巌川はかつて農業用水として利用されま

したが、今ではその役割を終え、「江川せせらぎ遊歩道」

という親水公園として蘇り、多くの市民に親しまれてい

ます。

西側の野川境をやや北へ谷戸を入ったところに影向寺の

塔
たっ

頭
ちゅう

の一つ「天台宗能満寺」があります。ご本尊は木造

の虚空蔵菩薩立像で市の重要文化財です。 

現在の「橘小学校」は、近世の「培
ばい

根
こん

学
がく

舎
しゃ

」の流れを汲

む「培根小学校」と「末長小学校」とが、国の一村一校

制の行政指導により合併し、大正 7年に開校しました。

「千
ちとせしんちょう

年新町」は、昭和 29年に千年の東北端の「字大耕

地」の部分に土地区画整理事業が行われた結果生まれ

ました。この土地は昭和15年以来東芝の工場予定地で

したが、戦後の都市化の波に対処すべく昭和 28 年ごろ

に市営住宅が建設され、以後宅地化が進んだ地域です。

千年・千年新町（ちとせ、ちとせしんちょう）vol.6
橘小学校の南側には、高津区市民健康の森の緑に抱

かれた落ち着いた景色が広がっています。この付近は

温浴施設が営業を始め、住宅も徐々に増えてきました。

それでも畑と民家と背景の森がつくり出す景色は、私

達をとても懐かしい気分にさせてくれます。この景色

をこのままずっと残すことは難しいでしょうが、建物を

新しくつくる時にこの景色と調和させる配慮があれば、

まとまりを感じさせる個性的な地区となるでしょう。

懐かしい高津の里山風景

千年は、多摩丘陵の先端部と河床沿いの平坦部を有す

る変化に富んだ町で、いたる所に坂道があります。今

回はその一部を紹介いたします。

橘小学校の裏手にある道を登って行くと「大
おお

窪
くぼ

坂
ざか

」が

あります。坂の途中には高津区市民健康の森の“ほた

るの里”があり、今年のほたる観賞会には昨年を超え

る5,700人もの来場者がありました。

次は「麹
こう

屋
じや

坂
ざか

」です。市民プラザ通り、JA橘支店前の

信号の角、タイヤショップ千年の脇を入って行きます。

この坂の上にある山はその形から「ライオン山」と愛称

されていますが、実は戦後の復興期に水田を埋め立て

るため切り崩した後なのです。

次は「アブ坂」。市民プラザ通り、千年神社の信号を溝

口に向って左側に入って行きます。今は石段も街灯も整

備されていますが、三十数年前には非舗装で両側は鬱

蒼たる樹木に覆われ、月夜の晩でも怖い坂でした。

この他にも、「井戸坂」「蟻山坂」「塔中坂」「花井坂」「洞

谷坂」等がありますが、紙面の関係上割愛致します。

千年の坂をたずねて

高津区市民健康の森を育てる

会は、市民健康の森 /春日台

公園の維持管理活動の傍ら、

森の資源を活用して竹炭、竹

酢液、竹とんぼ、ぶんぶんごま

なども作っています。スタッフ

製作のこれら“森の産品”は

「高津区民祭」「橘ふるさと祭り」

「BUYかわさきフェスティバル

inたかつ」「大山街道フェスタ」

等で展示販売されています。 

このような作品を創り出してい

る練達のスタッフをご紹介しま

しょう。袴田さんは竹細工のベテランです。竹とん

ぼ、ぶんぶんごま、竹馬、竹ぽっくりなどを作ります。

自宅の一隅はまさに工房です。小川さんは竹とんぼ、

ガリガリとんぼ、くるみ飾りなどを作ります。かぶと

虫やほたるの飼育も手がける一方、釣りが趣味で、

多摩川の鮎をスタッフにご馳走してくれます。

資源を活用した“森の産品”

千年神社は、二ヶ領用水 (根方堀 ) の恩恵を受けた

肥沃な橘耕地で、今では高津区役所橘出張所の南、

市民プラザ通りに面した小高い岡の上にあります。

明治 8年 (1875) に清沢村と岩川村が合併して千歳

村が誕生して以来、明治政府の一村一社政策にもか

かわらず、村内の神明社、春日社、御嶽神社はその

まま並存し、昭和 29年 (1954)ようやく合祀が決り

現在の千年神社となりました。

境内には社殿のほか征清従軍記念碑、慰霊碑、千

年会館があり、会館の玄関は旧春日社の拝殿を移築

したもので、正面中備の龍、木鼻の獅子、獏、手狭

松などの彫刻は貴重な歴史的文化財です。

またバス通りに面した早咲きの桜は、毎年 2月中旬

頃見事に咲き誇り、道行く人々を魅了します。

千年神社ものがたり
梅雨明け前のとある日。夏を感じさせる太陽の下、急坂

を下って能満寺へ足を運びました。

星王山寶蔵院と称する天台宗の寺院である本寺は、

行基菩薩によって創建され、正徳4年(1714)に没した

観空が中興者と伝えられています。本堂には本尊の虚

空蔵菩薩立像(県指定重要文化財)や聖観世音菩薩立

像(市重要歴史記念物)が、さらに不動堂には増田孝

清坐像(市重要歴史記念物)などが祀られています。

しかし今回注目したのは、沢山の石仏とバナナの木。

何となくミスマッチな気がしますが、なかなかもって素

敵な眺めです。本堂脇の石仏の表情は一つ一つ異な

り見ていて飽きません。写真の石仏はなかなか愛嬌の

あるしぐさ、顔つ

きをしています。

その石仏の背後

にはなんとバナ

ナの木！ちゃんと

実もなってます。

照りつける太陽

の下で見た能満

寺はどこか異国

のお寺に迷い込

んでしまったよう

でした。

「ここはどこ?」異国情緒の能満寺

「江川せせらぎ遊歩道」は、もと二ヶ領用水支川

の江川が平成15 年に再生され、親水遊歩道として

生まれたもので、高津区と中原区の区境を通り、両

区民に潤いを与える場として親しまれています。せ

せらぎには高度処理されたきれいな水が放流さ

れ、寒い季節には水は暖かくさえ感じます。せせ

らぎに沿って遊歩道や周辺環境が整備され、鴨や

鯉の姿も多く見受

けられます。

この遊歩道は武蔵

新城駅の近くから

矢上川沿いの江

川ポンプ場にまで

続き、高津区の中

では千年新町、千

年、子母口、明津と、

多くの地域を通っ

ています。

水と緑が調和する憩いの場
…江川せせらぎ遊歩道

袴田さん

小川さん

千年会館の玄関を飾る木彫の名品 表情たっぷりの石仏

こころの原風景がよみがえる

水と緑に親しんで安らぎを
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市営千年新町住宅からの展望
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広大な敷地に大型変圧器、遮断器などが林立する東京

電力南武変電所を取材しました。 

電気は、発電所から送電効率の良い高電圧で送り出さ

れ、数段階にわたって変電所で電圧を下げられ消費者

に届けられます。南武変電所は、大工場や配電用変電

所に送電する「一次変電所」です。《電力の安定な供給》

が社会の生命線として至上命題とのことでした。

その他印象的だったことは、まず「節電の徹底」。室内

は廊下、階段室を消灯しており、面談も窓からの明るさ

だけでした。普通のオフィスに比べると随分照度を落と

していました。もう一つガスタンクかと見まがう「碍子洗

浄用タンク」です。台風のときには海から遠くても塩害

が無視できないので、碍子の近くにノズルを配置してタ

ンクの水で塩分を落として漏電を防止しているそうです。

ついでに電気の上手な使い方は、（1）こまめに消灯、（2）

カーテンを上手に使う、（3) 省エネ機器を活用する、と

教わりました。

私たちのくらしの生命線 …東電南武変電所

千年地区のほぼ中央、伊勢山台の橘
たちばなぐんが

樹郡衙跡は、平成

8 年の発掘調査以降その名が広く知れ渡るようになり

ました。約1300 年前から100 年ほどの間、飛鳥・白

鳳時代から奈良時代を経て平安時代初期にかけて、こ

の地の政治経済の中心であり、古代文化の香り溢れる

場所だったと推定されています。

郡の役所（郡衙）は、庁舎、倉庫、宿舎、厨房などか

ら構成されていました。橘樹郡衙では十数棟の倉庫（正

倉）が整然と立ち並んでいた跡が発掘されていますが、

郡の庁舎はまだ見つかっていません。

古代ロマンが偲ばれる遺跡の保存については、地元、

行政など関係者の努力が実り、さる４月１日に橘樹郡

衙跡が「千年伊勢山台官
かん

衙
が

遺跡」として市の重要史跡

に指定され、また７月１日には「たちばな古代の丘緑地」

という歴史公園として開放されました。

古代の遺跡、橘樹郡衙跡が歴史公園に …「たちばな古代の丘緑地」

古い歴史を持つ橘小学校も平成17年に新しい校舎に生

まれ変わりました。なかよし門をくぐると、大震災の時に

折れてしまった古い門柱や昔懐かしい赤いポストが置い

てありました。秋には「橘ふれあい祭」が、地域のふれ

あいと親睦をはかる大きな催しとして開かれます。

橘中学校も平成19年に新校舎になりました。同じ敷地

内に保育園も建てられています。この春には中学生と保

育園児が一緒に田植えをし、また文化祭、体育祭などで

交流を深めています。このように、時間を共有し相互に

学び合う教育が注目されていますが、何よりも生徒と園

児が仲良く挨拶を交わす姿がほほえましい限りでした。

橘中学校・橘小学校

編集後記  梅雨の中の千年取材活
動、緑と紫陽花を楽しみました
橘出張所の梅の実が 1つ残ってい
たのが出張所の方の優しさを感じ
ました。また七夕サミット7月7日
の夜にはキャンドルの下で編集会
議。エコ会議とでも言うのでしょ

うか、天の川は見えませんでした
が地球温暖化対策のあり方を話さ
れた家庭も多いことと思います。
ニュースを作るにあたり、東京電
力さんをはじめ取材にご協力くだ
さった方々に厚くお礼を申し上げ
ます。(C.F.)

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

納太刀とは、大山の石
せき

尊
そん

神
しん

に奉納する太刀

のことです。今年、高津地区連合町内会が

長さ2.7m、重さ20kgの納太刀を製作し、

パレードで担いで歩きました。今後、大山

街道ふるさと館で展示されます。

納
おさめだち

太刀が区民祭
パレードに初登場

橘小学校生徒による歴史研究発表 ( 開園セレモニーで )

林立する変圧器などの機器群

屋上緑化が立派に進んでいます
( 中学校 )

関東大震災で折れた門柱が
記念碑に (小学校 )

緑の大切さについて異論を唱える人はいません。でも開発によっ

て次 と々緑が失われているのが現実です。どうやったら緑の減

少に歯止めをかけられるのか?

川崎市には「斜面緑地保全カルテ」という立派なデータベース

があります。このカルテには高津区内117個所の緑地の現況が

記載されています。まずこの117個所の緑地に足を運んで自分

の目で実態を確かめ、「市民版斜面緑地保全カルテ」を作成しよ

うというのが特別プロジェクトの目的です。

7月9日には、市環境局の鈴木緑政課長を講師に「入門 :川崎

市の緑行政と保全施策の仕組み」の学習会を行いました。来る

9月12日には慶応大学教授の岸由二先生をお招きして水と緑

プロジェクトのスタート集会を行います(区役所5階 )。「歩こう、

知ろう!」にご一緒しませんか。

「歩こう、知ろう! 高津の水と緑」
プロジェクトがスタート

納太刀を担いでパレード

9/12（金）「歩こう、知ろう! 高津の水と緑」スタートイベント
場所：高津区役所会議室／時間：18：30～／問合せ：高津区
役所地域振興課 TEL.861-3133／岸由二教授(慶應大学)に
よる講演と、他区の活動の事例報告。

9/13（土） 公開講座「外国人から見た憲法」
場所：高津市民館大会議室／時間：13：30～／問合せ：高津
市民館 TEL.814-7603／ピーターバラカン氏(ブロードキャ
スター)、中村ノーマン氏の対談。

9/14（日） 市民自主企画事業「サロンDEコンサート」
場所：高津市民館談話コーナー／時間：12：10～／問合せ：高津市
民館 TEL.814-7603／日曜日の午後、気軽に聴けるコンサート。

9/17（水） 第36回 敬老会
場所：高津市民館大ホール／時間：13：00～／問合せ：高津区
社会福祉協議会 TEL.812-5500／フラワーコーラス、森若里
子歌謡ショーなど。当日先着順。

9/19（金） 「行列ができる講座とチラシの作り方」講座
場所：高津区役所会議室／時間：18：30～／問合せ：高津区
役所地域振興課 TEL.861-3133／同内容の著書が好評の、
牟田静香氏を講師とした勉強会。要事前申込。

9/23（火） 高津区民音楽祭
場所：洗足学園前田ホール／時間：13：00～／ 問合せ：高津

区役所地域振興課 TEL.861-3133／市民の
音楽愛好グループみんなで作り上げる音楽祭。

9/27（土） 平成20年度 畜産まつり
場所：梶ヶ谷第一公園／時間：10：00～15：00／問合せ：市経済労
働局農業振興課 TEL.860-2462／荒天の場合は28日に順延。

9/28（日） 第29回 市内統一美化活動
場所：市内の道路・公園・駅前広場など／時間：9：00～／問
合せ：市市民・こども局市民協働推進課 TEL.200-2479／市
内の清掃活動。

10/10（金）～15（水） 高津区文化祭
場所：高津市民館／問合せ：高津市民館 TEL.814-7603／高
津区の文化団体による年に一度の発表会。高津市民館全体で
様々な催しを行います。

10/18（土） 市民活動見本市2008
場所：高津市民館大ホール ほか／時間：11：00～／問合せ：
高津区役所地域振興課 TEL.861-3133／約50団体以上の
市民活動団体が日頃の活動をPRし、新人発掘をします。

10/18（土） 多文化フェスタ
場所：マルイファミリー溝口屋上／時間：10：30～／問合
せ：高津市民館 TEL.814-7603／垣根を越えて、様々な国
や地域の文化に触れてみよう。

連
携
イ
ベ
ン
ト
で
す
!!
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