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きっとあなたも歩きたくなる。

子母口地区を

訪ねよう！

伊藤家長屋門

橘樹神社の狛犬 蓮乗院の六地蔵
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区の東南部にあって、東は
中原区下小田中で、境を
江川が南東に流れていま

す。南東部は明津（あくつ）に接し、南は矢上川を挟
んで久末、蟹ヶ谷に面し、北は子母口富士見台の台地
が千年地区に細長く楔（くさび）状につき出ています。
子母口は「風土記稿」によれば鎌倉後期の文書に「武
州春原庄内万吉郷渋口郷」と記されているので、当時「渋
口」と表記されていたようです。そしてシブ口＝シボ口は、
かなり古い地名であることがわかります。表記としての“子
母口”の初出するのは蓮乗院不動堂の庚申塔に「元禄

４年２月４日武州子母口村」（１６９１年）とあるのがそれで、
江戸初期には“子母口”が定着したことがわかります。
明治２２年の市制・町村制によって子母口、明津、蟹ヶ谷、
久末、千年、新作、末長の７ケ村が合併して橘村を形成
し、子母口はその大字となりました。昭和１２年橘村は川
﨑市へ編入され、子母口は川﨑市の大字になりました。
昭和３０年、子母口北部の根方、植之台の一部と千年の
上原宿、下原宿の一部に宅地造成がおこなわれ、子母
口富士見台の大字が生まれました。
川﨑市は昭和４７年政令指定都市となり、区制が施かれ
子母口と子母口富士見台は高津区の町名となりました。

子母口、子母口富士見台（しぼくち、しぼくちふじみだい）vol.7
｢ 高津にはまだこんな景色が残されていたんですね。｣
取材のために子母口の橘樹神社辺りを歩いていて、み
んな懐かしそうにカメラのシャッターを切りました。
道端にはみかんもなっています。車が渋滞する道路か
ら歩いて少し上っただけなのに、畑が広がり、ゆったり
とした雰囲気に変わります。
こんな景色をいつまでも残したいですね。

子母口の里山風景

平成２０年９月２１日子母口小学校の隣に位置する橘公
園は、第２回さんま祭りが開催され、会場はさんまを
焼くU 字溝の列が２０メートルも並び、公園内はさん
まの焼いた匂いが充満しました。
さんま祭りは、去年始まった新しい子母口地区の行事
で小学校校区１５町内会 (自治会 ) が主催した新しい
地元のお祭りです。小学校は児童数が多く、人口増が
著しく住民にお祭りを通じて地元意識と融和を図るた
め企画されました。さんまは、根室より取り寄せ、用
意した５００匹は瞬く間に完売するというほどの盛況で
した。またミニ SL が児童を乗せて公園内を走り、アン
パンマンバル−ンも好評でした。老いも若きも一堂に
集う、来年が楽しみな新しいお祭りです。

標高２５m 前後の台地上にある神奈川県指定史跡・子
母口貝塚は、縄文時代早期後半、約７,０００年前のも
ので、多摩丘陵上で最も古い貝塚として有名です。今
は整備されて公園になっており、眺めの良い丘になって
います。現在でも、地表面のあちこちに白い貝殻が散
らばっていて、縄文時代の人たちが食べて捨てた貝殻を、
今も手にとることができるのです。
昭和６１年、川崎市は貝塚の地層を切り取り川崎市市
民ミュージアムにて常設展示しています。

さんま祭り

縄文時代をしのぶ子母口貝塚

ご祭神は日
やまとたけるのみこと

本武尊と弟
おとたちばなひめ

橘媛の男
女二神を祀

まつ

っていて、かつては立
花社といわれていました。日本
武尊が東征時、相武国（現在の
横須賀）から上総（千葉）まで
船を出そうとした時、荒れ狂う
海に尊は進むことができません
でした。この時、弟橘媛が海神の怒りを鎮めよう
と自ら海中に身を投じたことによって、海は鎮まり
かえり、日本武尊は無事に海を渡ることができた
という伝説があります。

テンテンツク テテツクテン ツクツク
囃子の演目の仁羽（いんば）の小太鼓の音に合わせ、
ひょっとこ、おかめが楽しく踊る………。
囃子は、民族芸能
の一つで、江戸末
期〜明治初期に始
まったらしく、初詣、
例大祭、七五三祝、
結婚式、上棟式等
の祝い事で上演さ
れます。子母口囃子は、平成４年１１月太鼓の張替
の際、胴の内側に明治１８年５月の記録が発見され
ました。現在この子母口囃子は、１２種ほどの演目
が伝承されています。第二次世界大戦で中断を余
儀なくされ、戦後復活はしたものの一時途絶え、
昭和４９年当時橘樹神社奉賛会長の伊東章次さん
や、斉藤 昇さんらの努力により見事に復活し、現
在では、小学生も練習に励んでいます。

橘樹神社 子母口囃子

１０月２６日「キラリたかつ」取材班は、子母口北町会 町会
長さん宅を訪問。そこでお会いしたのが３人の森さん。
写真右２人目から、森 正さん（子母口北町会 町会長）、
森 清さん（子母口北町会 副会長、子母口囃子世話役）、 
森 隆夫さん（橘樹神社奉賛会会長）です。早速訪問の趣
旨を伝え協力をお願いしましたら、ご多忙のところ快く子
母口の見所を親切丁寧に案内していただきました。

三人の森さん
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子母口貝塚からの展望
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「おやじの会」は、平成３年、当時
数人の生徒が授業を妨害したり、
学校を抜け出し授業ができなくな
り、見兼ねた保護者と地域の方々
が立ち上がり、放課後や夜間パト
ロールを始めました。始めはとて
も反抗的な態度でしたが、回を重

ねるうちに少しづつ心を開いてくれるようになりました。
現在は、夜間のパトロールを中心に卒業式や体育祭な
どの警備、そして PTA ふれあいバザーにも参加して生
徒や地域の人達との交流を深めています。夜間のパト
ロールには校長・教頭先生も参加して、公園など人の集
まりそうな場所を回っていますが、日本一の中学校を目
指し、これからも活動を続けて行きたいと考えています。

夢は、見るものではなく“実現”するもの。すまいる

スキップ・こども塾は、子どもたちが自信と希望を持っ

て未来を創造するチカラとココロを育めるよう、芸

術体験を軸にした様々な活動で子どもたちの「人間

性・自ら学ぶ力・コミュニケーション力」を育てます。

元プロミュージシャンで小学校教師だった代表の前

田香奈を中心として、ピアニストやドラマー、ダンサー

や写真家などの様々な芸術家が教室やイベントの講

師です。ホームページではイベント参加者の募集情

報に加えて、子どもたちの元気なコトバと夢を全国

へ発信するインターネットラジオも公開中です。ぜ

ひ、聴いてみてください♪ （「すまいるスキップ」でイ

ンターネット検索できます）

子母口は旧称『渋口村』と呼ばれており、尻手黒川
道路近くにある池上本門寺の末寺である圓融寺の庚
申塔ではこの渋口村の刻印が見られます。圓融寺か
ら尻手黒川道路を渡り、小高い丘のうえに上がって
来ると途中に樹橘神社・蓮乗院があり、子母口公園
には貝塚があります。さらに富士見台の住宅街へ入っ
てくると、富士見台公園があり、春には見事な桜も
見る事ができます。子母口は神秘的な空間が広がる
地域です。

子母口はゆったりとした散歩道

区内の他の住宅地と比較して一軒一軒が大きく、庭が
ゆったりとしている閑静な住宅街です。富士見台公園
の周辺に建てられた子母口富士見台の家々の庭先から
は、赤や紫の花が顔を覗かせ私たちの目を楽しませて
くれます。植物にはめっぽう弱い私には、名前が分か
らない様々な花や果樹が閑静な住宅街に潤いと彩りを
添えています。わざわざ遠くへ出かけなくても、ここで
は庭の植栽が身近な季節の訪れを感じさせてくれます。

去る１０月１８日、高津市民館大ホールを催事＆展示場に
し、ギャラリー、談話コーナーも活用し、環境・子育て・
福祉・文化などの分野で活動する約５０団体が新メン
バー獲得と交流のための見本市を開催しました。当日、
屋上等では多文化フェスタみぞのくちも同日開催で、に
ぎやかな会場となりました。
暮らしやすく住みやすいまちづくりは、地域社会を豊か
にしようという様々な人の思いを育てあい、つながりあっ

てつくるものです。交流の輪もひろがり、高津区健康の
森を育てる会、高津区文化協会、まちづくり協議会水と
緑のプロジェクトなどでは新規メンバーを獲得できたと
聞いています。こんなにも多様な市民の活動が高津区
内で行われていることをぜひ、多くの皆様に知っていた
だきたいと思います。下に当日の展示で人気を集めた２
団体を紹介します。今年もまた１０月、高津市民館で会
いましょう。

四季折々の表情を見せる
子母口富士見台の住宅地

“市民活動見本市２００８”人とつながる、まちとつながる、まちの仲間を見つけよう！

子母口で“家庭の味”と評判のキュウリの即席漬けを
ご馳走になりました。決まった名前はないそうなので
作ってくださった方にちなんで、仮に“モリキュウ”とし
ます。スライスされたキュウリはきれいなベッコウ色、
なのに歯ざわりはシャキシャキ。甘辛い醤油味だが酸
味がきいてサワヤカ。タカのつめのアクセントがきいて
味にキレがあります。ふるまってくださった森晴江さん
に感謝です。ごちそうさまでした。

“モリキュウ”レシピ
材料：キュウリ５００ｇ（中
位のもの５本）つけ汁（酢
５０cc、醤油１００cc、砂糖
７５g、タカのつめ１/２本、
ミリン、ダシ少々）
作り方：キュウリは洗って水
気をとりスライス、つけ汁は沸騰させ熱いうちにキュウリを入
れ冷ます。冷めたキュウリを取り出し、つけ汁を沸騰させてキュ
ウリをつける。これを３回繰り返してできあがり。

郷土料理？ 子母口の“モリキュウ”

東橘中学校区　“おやじの会”

「なかよしくらぶ」は「なかよしランド」（高津区文化
協会主催、桜井純恵先生指導）を受講し卒業した
子供達が、音楽を楽しみ、音楽と仲良くなれるよう、
保護者の自主運営により活動しています。子供達は

「なかよしキッズ」として、大好きなすみえ先生の指
導のもと、「楽しく」「なかよく」歌を歌ったり、リズ
ムにあわせて踊ったり、それぞれのペースで音楽を
楽しんでいます。６月の「なかよしコンサート」では
すみえ先生のコンサートに集まった大勢の子供達の
前で「なかよしキッズ」初の歌声を披露できました。

「なかよしくらぶ」は子供達の音楽を楽しむ心を育
み、見守りながら、地域の皆様にもっと親しんで頂
ける児童合唱団として活動していきます。

地域に親しまれる合唱団をめざして、

なかよしくらぶ
プロの芸術家らと一緒に

音楽・芸術・勉強・コミュニケーション♪
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編集後記　子母口はいかがでした
か？ 史跡が街中に点在して、古代ロ
マンあふれる街です。歴史的な史跡
に現代を織り交ぜて、繋いでいくと
エキサイティングな散歩道になりま
す。取材活動中、とても興味がわき
ました。紙面ではその点も取り上げ
ました。

これからだんだん気候も暖かくなるの
で、春の子母口に出かけてみませんか。

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

	2/12（木）
	ニュースレター、会報の作り方講座
	 １８：３０〜

場所：区役所会議室／内容：企画作り、紙面づくり／講
師：大下 勝巳氏（前宮前区長、元日本広報協会理事）／取組の基
礎をはじめ企画づくりや、編集について学びます。

2/22（日）	高津の隣人まつり
第六回	大山街道フェスタ	１０：３０〜
会場：二子神社、大山街道ふるさと館、高津図書館前・溝
口緑地、溝口神社／地域のふれあいを目的に、高津ゆどう
ふの無料配布、物販、落語、大道芸などを催します。ぜひ
皆さんお越しください。大山街道スタンプラリー開催：２ヵ
所以上まわると景品がもらえます。／主催：大山街道活性
化推進協議会

3/1（日）		みんなで音楽＆芸術体験♪
覚和歌子氏の朗読会＆親子で作詩に挑戦!!
１４：００〜１６：００
場所：てくのかわさき てくのホール／内容：「千と千尋の
神隠し」の主題歌「いつも何度でも」を作詩した覚和歌子
氏を講師として迎え、親子で作詩を行います。／参加費：
1500円(保険料・教材費込)／お申込み：往復はがきに、１.子
どもの名前 ２.保護者の名前 ３.住所 ４.電話番号 ５.メー
ルアドレス(あれば)を記入して、２月１６日必着で、〒２１３-
００３４ 川崎市高津区上作延１２６-２ B-２０１ NPO法人 
すまいるスキップ・こども塾へ（抽選）

3/1（日）	健康づくりのつどい	１１：００〜１５：００
場所：高津市民館１２階大会議室※絵画展示２/２４〜３
/１０・１１階ウォールギャラリー／内容：メタボリックシンド
ローム予防ミニ講演会、健康相談、健康体操、健康づくり
絵画コンクール表彰式、エプロンシアター、健康づくり活
動団体の展示等／問合せ：地域保健福祉課地域健康支
援担当 TEL８６１−３３１３、FAX８６１−３３０７

3/28（土）	円筒分水スプリングフェスタ2009
１３：００〜１５：３０	（雨天翌日順延）

場所：二ヶ領用水久地円筒分水／内容：川崎市三曲協会
（お琴、尺八の演奏）、宗巳会（野点）、二ヶ領用水ウォッチング
フォーラム（風車）、高津区市民健康の森（森で作った遊び道

具、竹炭など）、高津店覧（梅酒）他／二ヶ領用水に関する市民
活動団体や、地元町内会、子ども会、地元小学校等と連携
し、国の登録有形文化財である円筒分水の活性化を図る
ために、桜の開花時期にあわせて開催します。　

団塊世代の方、新住民の方、みなさんにとって高津は
どんな街でしょうか。
１.インターネットでは「たかつまちねっと」で検索、
こちらが便利です。カテゴリー一覧から検索できます。
ネットから高津の活発な市民活動の様子がお分かりい
ただけます。
２. 高津区役所２階 地域振興課をお訪ねください。
まちを知る冊子もたくさんあります。 みなさんの参加をお待ちしています。

一緒に活動しませんか、毎日が充実しますよ !!
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