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桜が咲くのを待ちかねて4月は各地各所で春祭りの
開催。「久地さくらまつり」は多摩川「かすみ提」の
桜の大樹の下で久地第2町会、近隣住民総出で行われ
る手づくりの祭りです。多摩川の洪水被害に対処する
ために、武田信玄に倣って土手を霞がたなびくように
横へ横へと築いたことで残る地域の歴史遺産です。市
民の長年の願いが実り、河川区域として保全されまし
た。今年の祭りはさぞ盛り上がることでしょう。高津
区の花、水仙の自生地がこの土手にあります。桜の花
見は、やはり津田山、緑ヶ丘霊園がもっとも人々が集
まる場所です。桜の大樹、老木、そして久地駅に向か
って進むほどに若木になる桜の遊歩道は見事です。
ぜひ、今年は高津区内の花巡りを、皆様の近くから

始めてみてください。つつじ、さつき、あじさい、と
咲きつづいて、花の絶えることがありません。「区民
ミニ・ガーデン」たかつ花街道の市民の皆さまのご協
力もあります。

地域の祭りでおたがいさまの顔の見える関係をつくることが、住みやすい街づくりにつながります。
熱気のこもる祭りの中にまじって、花をめでながら、みんなで楽しみましょう。
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高津区の春の祭
りは梅の香りの
漂う2月「大山
街道フェスタ」
からはじまりま
す。
大山街道沿い
に、溝口神社、
大山街道ふるさ
と館、飯島商店前、高津図書館前溝口緑地、二子神社
と、高津ゆどうふや地酒地ビール地元名産品の出店、
フリーマーケットなどが並び、賑わいの街道となりま
す。惜しいことに今年で最後となりました。今後また
新しい形での街道まつりが行われることでしょう。

「大山街道フェスタ」 「かすみ堤さくら祭り」
「緑ヶ丘霊園さくら」など各地で

４月

「どんなもんじゃ祭り」
「高津区民祭」

6月16日
7月28日

「円筒分水スプリングフェスタ」３月

２月

6月市民の祭りは、6月16日「どんなもんじゃ祭り」
高津市民館で開催です。7月は「高津区民祭」が盛大
に行われます。7月28日と予定されています。

久地円筒分水は高津区が誇る国の登録有形文化財で、
毎年3月末、桜のころ「円筒分水スプリングフェスタ」
が開催されます。水面に映る桜、はらはらと散る花びら
の美しい景色を愛でながら、お茶席、太鼓や踊りの舞
台があり、人々の春一番の楽しみの場となっています。
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岡本かの子生誕130年記念集会 ―かの子観音降臨―「高津学」イベント

岡本かの子は光彩陸離たる観自在の表現で世間の出
来事を観察描写し、救いを求める人の心に応じて千変
万化するという観音に倣って、妖艶恍惚の揺らめきの
中から短歌と小説を生み出しました。高津区大山街道
沿いにあった大貫家が生家です。
この度、生誕130年を記念する集会を（3月7日）大
山街道ふるさと館にて開催し、高津区文化協会会長鈴
木穆氏による講演「郷土高津とかの子について」、日
本近代文学研究者の伊中悦子氏による「昭和十年代
『文学界』小林秀雄と岡本かの子」研究発表、仏像彫
刻家梶原瑞康氏製作の「水月観音（かの子観音像）」
の発表を行いました。
高津区は文化の薫り高い街であると高津区長にご挨
拶をいただき、冷たい雨の降る日でしたが会場は満席
で参加者88人の熱気があり、泉下のかの子もさぞ驚い
た事でしょう。
鈴木穆氏は郷土の研究の中から得られた豊富な知識

をもとに、仏教研究者としての岡本かの子が地元の寺
社に通ったことなどについて熱弁をふるいました。伊
中悦子氏は小説「鶴は病みき」「老妓抄」の両作品から、
かの子の小説の魅力について述べられました。

歴史と文化の香り高い高津区をアピールする何かをとの想いで、岡本かの子生誕
130年にあたり、かの子をイメージした観音菩薩像を彫らせて頂きました。かの子が
幼いころから親しんだ多摩川の流れに浮かぶ蓮の花弁に立って、川面に浮く月を眺
める水月観音菩薩をモデルにしています。
岡本かの子は、観音菩薩を深く信仰していて、作品「観音経（抄）」の中で「女人
ぼさつ」とうい詩を詠んでいます。観音菩薩は、本来、男でも女でもない中性とさ
れていますが、美しい菩薩と題して、「容姿が美しくて、人間が手の届く程度の神格
に居る女性の姿であって欲しい。」とも言っていることから、美しい女性像に仕上げ
ました。像高23㎝、木曽桧の一木作り、白木仕上げです。� （梶原瑞康）

観 音 像 を 彫 る と い う こ と

梶原瑞康氏からは観音像を彫ることの工夫など、ス
ライドを使って丁寧な報告がありました。
当日は、静岡から参加した俳優、関根淳子氏が岡本
かの子作「鬼子母の愛」を一人芝居語りで演じてくれ
ました。かの子作品が関根さん
の子育ての中で救いとなったと
のこと、各地で一人語りを演じ
ているそうです。このように作
品による出会いもあった生誕130
年記念集会でした。
この集会は高津区まちづくり
協議会と高津区文化協会の共催
でしたが、電話で多くの方から「よかった！」「感動し
ました」などのお礼の声が寄せられました。
今回の企画「高津学」イベントに、アンケートとし

て高津学へのうれしい要望もよせられています。
水と緑と太陽と、文化のにぎわう高津のまちで、地

域を知り楽しく学ぶ「高津学」これからも地元企画を
充実させますので、どうぞご参加ください。
なお、「水月観音（かの子観音像）」は、大山街道ふ

るさと館に常設展示される予定です。

鈴木穆氏 伊中悦子氏 観音像解説 梶原氏

関根淳子氏



3

緑プロジェクトは、2018年度の高津の散歩道リニ
ューアル活動として、「千年・子母ロコース」のマッ
プ化に取り組みました。3月12日、「てくてくマップ第
3号」の発行を記念して、「歩く会」を行いました。
午前9時、溝口駅改札口前に集合し、バスで子母口
住宅前に移動、旭田公園で準備体操を行った後、出発
しました。この日は、市教育委員会
文化財課の服部課長に、各スポット
で、詳しい解説をしていただきました。
最初の子母口貝塚は、縄文時代早
期の貝塚跡。途中の畑にも点々と広
がる貝がらが、縄文人が採取したも
のと聞いて、一挙に古代へといざな
わわれます。橘

たち

樹
ばな

神
じん

社
じゃ

と富士見台古
墳は、日

やまと

本武
たけるの

尊
みこと

と弟
おと

橘
たちばな

媛
ひめ

の言い伝
えにまつわる古代史跡です。
蔵の並ぶ中原街道を越して、古代
ロマンのハイライト・橘

たち

樹
ばな

郡
ぐう

家
け

跡へ。
古代武蔵国橘

たち

樹
ばな

郡
ぐん

の郡庁跡です。橘
樹郡は現在の川崎市域とほぼ同じな
ので、古代の川崎市役所跡といえま

す。1996年から発掘調査が続けられ、待望のガイダ
ンス施設の建設などが予定されています。
里山の面影が残る麹

こうじ

屋
や

坂
さか

を下り、しばらく歩くと広
い森に行きつきます。高津区市民健康の森です。「森
を育てる会」の地道な整備活動が続けられ、ホタル観
賞会、サツマイモ掘り、竹炭焼き体験などのイベント

は、親子連れでにぎわいます。
歩く会、最後のスポットが影

よう

向
ごう

寺
じ

です。武蔵国の国分寺に並ぶ、橘樹
郡の郡

ぐん

寺
てら

です。県重要文化財の薬師
堂前で、服部さんから詳しい解説を
お聞きし、古代のロマンをたどるイ
ベントを無事終えることができまし
た。

緑の素晴らしさ、貴重さについては誰も異存はない
のに、その大切な緑が、ここ高津区でも年々減り続け
ています。調べてみると、今の開発許可制度の下では、
開発予定地が素晴らしい樹林地であっても、これを許
可しないという仕組みにはなっていないのです。
どうしたら、貴重な緑を残せるか？�失われた緑に替
わる新たな緑を創出できるか？�頭で考えていても分か
らない、ともかく現場に出かけよう、と2008年4月か
ら2年間にわたって取り組んだのが「高津区緑地探検調
査隊活動」です。
川崎市の緑地保全行政は、先進的施策で全国的にも
評価されています。そのひとつが1000㎡以上の緑地を
データベース化した「緑地保全カルテ」の存在です。
私たちは本庁に出かけて、高津区内のカルテ120か所
を手作業で書き写しました。これを元に、2年間にわた
ってすべての緑地を探検調査し、『歩いて知る高津の緑』
という小冊子にまとめました。
この活動の中で、緑がお寺や神社、古代の遺跡とつ

ながっていること、そのつなが
りの中にある「小径」を歩いて
いて、市街地では味わえない癒
しと幸せ感を実感することがで
きました。これが、現在の高津
の散歩道リニューアル活動へと
つながったのです。
既存の散歩道ルートは、コース選定後の開発の進行
で、マンション街化したり、車の往来が激しくてのん
びり歩けないなどの変貌を遂げている所が少なくあり
ません。緑プロジェクトは、繰り返し現地を歩いて調査
し、最善と思われるコースを選び直しました。これを
「高津てくてくマップ」としてリーフ化し一昨年、「上作
延コース」、昨年「久末コース」を作成しました。今回、
3号目として「千年・子母ロコース」を完成させ、その
記念イベントとして3月12日に歩く会を行いました。
マップ第4号は、「久本・末長・新作コース」と決め、
すでに準備の再調査活動を始めています。

60人が、いにしえ人のロマンをたどる

緑プロジェクト

高津区をふるさとと実感し、何度でも歩きたくなる
「高津の散歩道」リニューアル活動を続けています

第1号 上作延コース
第2号 久末コース

高津てくてくマップ
好評既刊

3月12日、『マップ完成記念』千年・子母口歩く会

高津区役所2Fカウンター
で配布中です。
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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推進係）
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1  Tel：044-861-3133  Fax：044-861-3103

Mail：67tisin@city.kawasaki.jp  たかつまちねっと：http://takatsu-machinet.kazekusa.jp/ キラリたかつニュース 検 索

お問合せ
ご連絡先

バックナンバーは
こちらからご覧ください

 　　　　　キラリたかつニュース今号のテーマが「まつりだワッショイ」と決まると編集委員は皆んなワクワク、心がカチッと一
瞬にしてつながりました。これからが本格的な祭りの季節！親子連れ、親しい人と連れ立って、さぁ、祭りの場に繰り出しましょ
う。祭りはけっしてあなたの期待を裏切りませんョ！

編集後記

by「たちばな農のあるまちづくり」推進会議

高津区内には107の町内会・自治
会がありますが、7～8月には区内各
所で町内会・自治会による盆踊り大
会が行われ賑わっています。まちづ
くり協議会が運営するＨＰ「たかつ
まちねっと」ではその一部を紹介し
ています。お住まいの町内会・自治
会で盆踊り大会が開催されていたら、
この機会にぜひ行ってみてください。

夏が始まる！ 盆踊り大会に出かけよう！盆踊り

どんなもんじゃ祭り

高津区を中心に川崎市で様々な活動している多くの団
体と、高津区の市民活動を盛り上げ、地域が豊かになる
ことを目指した活動をすすめています。その活動見本市、
それが〈どんなもんじゃ祭り〉です。「ここから　街がち
ょっと好きになる」をテーマに開催し、色々な人や様々
な活動に出会い、高津区の好き♪がふえる場所です。
日頃から自分の暮らす街を知り、おおぜいの人と出会
い、つながりを持つことも減災・防災の一つと考えるこ
とができます。あなたも、まずは会場に足を運んで、高
津区をもっと好きになりませんか？

開催日時：2019年6月16日（日）10時～16時
開催場所：高津市民館（ノクティ2��11階・12階）

減災・防災をキーワードに！

たちばなの恵みのお求めは、偶数月第3
日曜日に開催のファーマーズマーケット
「高津さんの市」で！�次回は6月16日（日）
9時半からJR武蔵溝ノ口駅南北自由通路に
て開催！

たちばなの恵み 高津さんの市

今号の野菜 トマト
フレッシュな食感と甘
酸っぱさが魅力。健康・
美容効果もあります。
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防災・減災
役立つ情報もたくさん

20192019

梶ヶ谷４町内会合同＠梶ヶ谷小学校

久末町内会＠久末小学校

新作第一町内会
＠川崎市民プラザ

  高津区で育てられている、
旬な野菜を紹介します


