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花と緑と科学の街

坂戸地区を
訪ねよう！

高橋菖蒲園

坂戸の畑 KSPホール 御嶽神社
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区の東端にあって、北は
ほぼ平瀬川の旧流路（現
在は道路）が境になって

いて、東側を第三京浜道路がかすめています。町名は
坂戸村の村名を引き継いでいます。「坂戸」地名の由来
についてははっきり分かりませんが、正中２年（１３２５
年）には「稲毛新庄坂戸郷」と記された「三浦和田文書」
がありますから、１４世紀には村としてまとまりになって

いたと考えられます。坂戸村は江戸初期には天領でし
たが、七代将軍家継の死亡により増上寺領（有章院殿
御霊屋料）となりました。明治２２年市制・町村制施
行により溝口、二子など八村が合併し、高津村の大字
坂戸となり、昭和１２年には川崎市への編入により、川
崎市坂戸となりました。その後昭和４７年の区政施行
により現在の高津区坂戸になりました。

（地名研究所監修）

坂戸（さかど）vol.7
精密測定器の世界的トップメーカーとして有名な「ミツ
トヨ」は、かながわサイエンスパーク（KSP）の北に位
置しています。本社１号館の４階には、ミツトヨの発展
と精密測定器の歴史が展示されている「沼田記念館」
と並んで「ミツトヨ博物館」があり、世界における歴代
の精密測定機器を展示しています。見学には予約が必
要ですが、説明を聞きながら丁寧に案内してもらえま
す。１０００分の１ミリメートルという大きさを体験でき
るコーナーもあります。社名ミツトヨの由来や３つのひょ
うたんをデザインしたマークの由来をはじめ、なぜこ
れほど社会に貢献できる企業となっているのかを垣間
見ることができます。（Y.O）

昭和３０年頃、現在の二子坂戸緑道は用水路で周りに
は畑が広がっていました。そこにはブランコもすべり台
もなかったけれど、僕達は何でも手に入れることが出
来ました。

竹で作った名刀を持ち歩き、小道に穴を掘って悪人を
退治し、放置された梨の木の宇宙船に乗って大空を舞
いました。何もなさそうなこの場所は、無限の想像力
を育む豊かな場所でした。（S.Y）

門を入るとすぐ左側に六地蔵が並んでおり、右側には
弘法大師の生誕１２００年を記念して建立された記念
碑があり、それには玉川８８ヶ所霊場と第２９番札所
とありました。
境内には弘法大師の修行中の立派な立像があり、又
怖い顔した水掛不動の像もあり、とても時代を経た寺
だと感じました。
案内板には、『御嶽山安養院縁起として、当院は元御
嶽山眞性寺と称し、開山は阿闍梨覺和尚で、慶長１５
年に遷化、享保２年徳川七代将軍が有章院殿大居士
に対して坂戸村が芝増上寺の御霊屋料となるに伴い安
養院と改称しました。昭和４５年に本堂を再建、庫裡

を新築した。』とあります。まさに、坂戸の名刹であります。
（M.T）

沼田記念館・ミツトヨ博物館		〜１ミリの１０００分の１が測れるマイクロメーターがずらり!〜

昔の二子坂戸緑道　〜何もない豊かさ〜

〜坂戸の名刹〜　御嶽山	安養院

愛称ＫＳＰで親しまれる『かながわサイエンスパーク』
は、日本初の異業種間交流による都市型の最先端科
学技術研究開発を目的として、平成元年（１９８９年）
に発足しました。神奈川県・川崎市の第３セクター（株
式会社 ＫＳＰ）なども、ベンチャー企業を育てる開発
支援をおこなっています。主なる施設としては、「研究
開発のための貸研究所」の集積地です。付帯施設として、
事務所やホテル・ホールなどがあり、今年満２０年経っ
た複合施設です。ここは、世界的にも日本のハイテク
の発信基地として注目され、諸外国の科学者・技術者
もたくさん通っています。いつかノーベル賞受賞者が…
と期待されているところです。現在、約１４０社４５００
人余の人たちが毎日働いています。

ＫＳＰは、発足当時から周辺環境に配慮し、「１：有害
な生物を扱うバイオ、２：動物を扱う、３：ＰＣＢ等の
第一種特定科学物質を使用する、４：放射性同位元素
を使用する」実験は行なっていません。
また、ＫＳＰ周辺８町会・自治会で構成する住民委員会
は、施設管理会社と年２回定例会を行い、入居企業や
環境状況などの報告を受けていますが、今日まで大変
良好な状態で経過しています。同時に、建物周辺の公
開空地の使用状況などについても話し合い、ＫＳＰふ
れあい夏まつりや、周辺環境も含めたまちづくりを地
域とともに協力して行っています。

ＫＳＰの敷地は、５.５ha あり建物周辺の公開空地の
緑被率は約４０％あります。緑地空間は良く整備され、
四季折々に梅・桜なども咲き、新緑や紅葉など２０年
たった木々に、季節ごとにメジロ・シジュウカラなど多
くの野鳥が飛びかい、敷地の東側にある池には、毎年
カルガモが飛来してきます。
建物周辺には多目的広場もあり、日中は近くの保育園
児なども安心して遊んでいます。また、誰でも自由に
回遊できる快適な散歩コースとして人気スポットになっ
ています。(K.W)

世界的なハイテク発信基地「かながわサイエンスパーク」

地域とともにまちづくり
野鳥飛び交う緑地

２００９年３月　５３年前の写真とほぼ同じ場所から撮影した二子坂戸緑道１９５６年５月
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知ってあなたも坂戸っ子 !



坂戸から小杉方面を望む
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花卉栽培農家の武笠康浩さんをお訪ねしました。住宅
街で１８００坪の農地に、ハウス５００坪の栽培をして
いらっしゃいます。

３３０m2 のハウス２棟にパセリ、百日草の苗が整然と
並んでいました。作業は立ったままの姿勢でできます。
農園では春からベゴニア、マリーゴールド、サルビア苗
を育て、野菜苗はバジル、ミニトマト、青じそ、ゴーヤ
などを育てています。８月末頃からパンジーを１３万ポッ
ト育て、１０月後半からの出荷、シクラメン２５００ポッ
トを１１月終わり頃出荷、大忙しの毎日だそうです。シ
クラメンは形を整えるのが重要だそうで、大田市場、
世田谷市場、北部市場を通じて皆さんのお宅へとどき
ます。（S. Y）

武笠農園　〜ペチュニア咲く、街中の農園〜

坂戸１丁目に高橋菖蒲園があります。菖蒲園は、稲作
の減反、農地の宅地化で、水田が減少し、きれいな水
がなくなったため、やむなく、趣味で潮来や掛川、修
善寺など旅行の土産として買い求めていた菖蒲の苗を
増やして菖蒲園を始めたそうです。
菖蒲は、植えて３年までは大輪の見事な花をつけま
す。大輪を維持するための植え替え作業は、根が深く
張っていて大変重労働ですが、マンションの谷間に咲
く広さ１５００m2 に及ぶ菖蒲を毎年楽しみにして下さ
る方々を思いつつ‥‥。

素晴らしい大輪の菖蒲は６月上旬から中旬が最高の見
頃だそうです。（T.Y）

第６回目を数える大山街道フェスタが２月２２日に開催
されました。このフェスタは地元住民と大山街道活性
化推進協議会による手作りのお祭りです。高津湯どう
ふの無料配布、野菜の直売フリーマーケットなどに加
え、落語やフルートの演奏など様々なイベントが行わ
れどこも沢山の人であふれました。
二子神社では島﨑実行委員長が豪快に「開運長寿」と
揮毫されると、周りから大きな拍手が起こりました。 

にぎやかなフェスタを通して古い街道であった頃の大
山詣でのにぎわいを偲びました。（T.F）

久末は、川崎市内有数の野菜生産地として有名で、貴
重な緑地として豊かな自然が残っています。今回の農
業地域の散策と畑訪問・里地あるき（１月２８日）は、
参加者２２人で、直売所を６箇所見て、地図で確認しま
した。久末小学校わくわくプラザの児童たちも一緒で、
おばあちゃんの畑を教えてくれる児童がいて、いっそう
生産者を身近に感じることができました。
できれば、久末の農地面積、生産暦、収穫量、出荷
先、後継者問題、農業経営などの資料を準備し、せっ

かくの農業に対する関心
をもっと深められるような
準備をすればよかったと
感じました。（E.I ）

（コースは、谷中のバス停
から、イノ木緑地、久末つ
つじ公園、妙法寺＝義民
地蔵、久末ふれあいの森、
久末小学校、蓮華寺で解
散、およそ３時間行程。）

３月２８日（土）午後、久地円筒分水でスプリングフェ
スタが開催されました。第５回を迎えた今年は、まち
づくり協議会、二ヶ領用水ウォッチングフォーラム、健

康の森を育てる会などの各団体と、地元の久地第一
町会とが協力する実行委員会が組織され、企画・運営
を行いました。
前半の子ども太鼓やお囃子では、地元小学生がすば
らしい演奏を披露してくれました。後半は、お琴や尺
八の演奏の中で野点が行われ、風流を感じました。ま
た、竹細工や風車などの工芸品が並び、円筒分水の原
理がわかるサイフォンの模型も展示されました。花冷
えで桜はまだ一分咲きでしたが、子どもから高齢者ま
で春の訪れを音楽と味覚で楽しみました。（Y.K）

高橋菖蒲園　〜マンションの谷間に菖蒲園〜 大山街道フェスタ　〜高津の隣人まつり〜

久末・農のある風景　〜里地あるき〜

円筒分水スプリングフェスタ　〜春の訪れを音楽と味覚で楽しむまつり〜

高橋菖蒲園の直売所でネ
ギを買いました。
新鮮で薬味にピッタリ！
葉先は捨てないで“ネギ飯”
を作ることにしました。
温泉玉子をのせれば栄養
バランスもとれます。（Y.Y）

材料：熱いごはん１人分、青ネギ２～３本（葉先の部分）
温泉玉子１個、めんつゆ適宜

作り方：熱いごはんを器によそ
い、こまかく刻んだネギの葉を
タップリのせ、少しくぼみをを
つくり温泉玉子をのせめんつゆ
を廻しかけて出来上がりです。
※ちょっぴりネギの辛味がきい
て大人の味です。

モモちゃんの体当たりクッキング !
地産・地消の坂戸のネギ飯

学校の横の道を通るときれいな歌声が響いていまし
た。昨年４０周年式典を迎えたというこの学校は音楽
活動が盛んで川崎市小学校合唱コンクール最優秀賞
をはじめ多くの賞を受賞しています。また地域の「坂
戸ウィンズ」というダンスクラブがいきいきと活動をし
ています。「坂戸小学校のご自慢はなんですか」とい
う質問に即座に「うちの生徒はとてもよく約束を守り

ますよ」と嬉しそうに言われた教頭先生の言葉が印
象的でした。（T. F）

坂戸小学校を訪ねて　〜輝け笑顔	みらいにはばたけ	坂戸っこ〜

生命の息吹が最も感じられるこの清々しい季節にこん
な写真はいかがでしょうか？ 写真は、坂戸緑道にある
照明柱と、ＫＳＰの中にあるポールの写真です。
いかがですか？ 同じ景色でもポールの色が変わると景
色も変わってきませんか？ 各々の写真の左下が現況の
写真で、ポールの鮮やかな緑色が目に飛び込んできま
すが、イメージの写真だとポールは背景の景色に溶け
込んで、周囲の植栽の緑や空の青さが生き生きと見え
てきませんか？ 四季折々変化する自然の彩りが豊かに

感じられる景色をもっと高津区内に増やしたいもので
すね。（A.Y）

景色の主役を考えよう!	〜高津のお色直し〜

（イメージ）（イメージ）
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編集後記　腕が立つ方が撮れば、曇りの写真も風情がありますが、素人
の私ではそうはいきません。そんな中、今号については、久しぶりに快晴
の下で取材をすることができました。降り注ぐ春の日差しの中を気持ちよ
く歩きつつ、シャッターを切ることができました。
今回の取材にあたりご協力くださった平井岩男さん、若杉和身さん、武
笠康浩さん、武笠正義さん、高橋信一さん、村井緑さん、花崎暁子さん、
この場を借りてお礼を申し上げます。
次号は久地・宇奈根地区を特集します。発行は１０月頃を予定しております。
地区に関する情報をお持ちの方は、事務局までお寄せください。（A.Y）

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

自慢のエコでエントリー、「エコエネライフ・コンクール」
エコに関する先進的な活動、省資源化など地球温暖化防
止に役立つ活動や、自慢できる活動を行っている方のコンテ
ストです。詳細は「エコシティたかつ」のホームページをご覧
ください。

おいしい緑のカーテン育ててみませんか
自宅で育てている「緑のカーテン」の出来栄えを教えてく
ださい。緑のカーテンは、建築物の温度上昇の抑制、CO2

の削減に効果的であるとともに、電気代の削減、新鮮野菜
の収穫、緑に囲まれた自然の癒しなど、いいことづくしで
す。 是非ともたくさんのご応募、お待ちしています

7/3（金）　「花咲く地域エネルギー」
市民フォーラム　10：0０〜12：00
場所：高津区役所会議室／「菜の花プロジェ
クト」の生みの親、藤井絢子さんを講師に迎え、市
民による資源循環を推進するためのフォーラムを開催しま
す。この機会に一緒に学んでみませんか。

「たちばな」のよいものをみんなで探すメンバーを募集し
ます。地域の魅力をもっと知りたい人、食育等に関心のあ
る人、是非ともエントリーしてください。
応募は、下記事務局までお願いします。
ウォーク・イベントも開催　6/20（土）	13：00〜
集合場所：蓮花寺前バス停／申し込み不要、直接お越しく
ださい。

新しい発見のある街　…坂戸在住	Mさん
一昨年１１月に越してきました。渋谷で生まれ、結婚を
機に池尻大橋、桜新町と、田園都市線を西へ西へとやっ
てきました。溝口では初め、繁華街を過ぎると街灯が
少なく少々不安でした。 岡崎市では寝るまで各家が
門灯を点けておく一軒一灯運動という取り組みをして
いるそうです。塾で遅くなる子供も多いので良い取り
組みかと思います。また、溝口は大山街道が街の特色
になっていて、面白い取り組みをしていると思います。
お祭り的な催しだけでなく、講座や、体験ができる催
しも期待しています。他にも、円筒分水や橘地区の遺
跡や社寺など見所豊富な町ですね。ただ、人口が急激
に増え、避難場所や緑地の確保に関しては不安なとこ
ろがあります。

住んでよかった“高津”　…坂戸在住	Hさん
高津区に住んで１０年になります。娘や孫達との交流を
考えて高津へ住むことになりました。最初に驚いたの

は、なし畑でした。季節になると大きな梨を農家の直
売所で販売してくださる風景もあたたまります。最近は
野菜の無人直売所も見つけ、１００円玉を箱に入れてき
ます。社寺のイチョウの木にボールを投げて、銀杏を
落としている父子も見かけました。多摩川はサイクリン
グロードや、春には雪柳の道もありますが、両側が雑
草に囲まれた素朴な道が好きです。まだ明るさの残る
空に、白々した真ん丸い月が浮かんでいるのを見つけ
た時は、孫と歓声を上げました。小さな石ころのある
道を歩きながら、多摩川の風を、胸一杯吸い込んで家
路に着いたのです。

読者からのお便り　〜高津の感想〜

多摩川の雪柳
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