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を年に1回開催しています。川崎フロンターレもマス
コットのふろん太とイベントを盛り上げるなど、この
開催に大きく貢献しています。

川崎ものづくりフェア in 等々力
毎年、川崎フロンタ

ーレのホームゲーム開
催時に等々力陸上競技
場で「川崎ものづくり
フェア in 等々力」を
開催しています。これ
は先の述べた地域課題を「魅力」として感じてもらえ
るよう、楽しく学んでもらう場を提供することを目的
に、地元工業団体などが出店し、独自の技術を活用し
た、ワークショップや技術披露イベントを開催してい
ます。川崎フロンターレは公式HPやチラシ、ポスタ
ーなどにも企業情報を掲載するなど、情報の発信をす
る上で非常に大きな意味合いを持つイベントとなって
います。今でこそ市内全土からの出店で成り立ってい
る当イベントですが、発足当時は「高津ものづくりフ
ェア」として高津区から発展していったイベントです。

クリーンなイメージと発信力
我々サッカークラブがこうしたイベントに取り組む

ことで、「工業のイメージUP」につながります。スポ
ーツには少なからずクリーンなイメージがある上に、
世間から注目されている「Jリーグ」というコンテン
ツもあります。地元企業の認知向上や企業のイメージ
UPに一躍を担う事が出来れば、たとえ工業とは異業
種のサッカークラブでも地域工業に少なからず貢献で
きていると思います。
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「高津区」は工業の町
東京湾沿い川崎区の工業地帯は、全国的にも有名で

すが、高津区は、川崎区の次に市内で工場が多く、言
わずと知れた「工業の町」なのです。人口150万人を
超える川崎市の工業の町は、住宅と工場が複雑に入り
組んだ状態にある「住工混在」という社会課題が存在
します。そんな町を快適なエリアにしようと発足した
のが、川崎フロンターレも加盟する「高津ものまちづ
くり会」です。高津ものまちづくり会は、地域住民に
地元企業の工場や事業内容に理解を深め、より身近に
感じてもらうことを目的に活動しています。

場を地域に開放＝オープンファクトリー
住工混在において、最も重要なのは「企業の見える

化」です。つまり「隣の工場が何をやっているかわか
らない」という状況よりも、企業の「技術」や「製
品」、「住民自身の生活との関わり」などを知ってもら
うことにより、「町工場」と「地域住民」の相互理解
が深まり交流も広がりますます。高津ものまちづくり
会に加盟する「一般社団法人川崎北工業会」や「下野
毛工業協同組合」は、オープンファクトリーと題して
地域の子どもたちに工場内を見学してもらうイベント

地域密着型クラブ 
川崎フロンターレとまちづくり   P1
高津区市民活動見本市 
どんなもんじゃ祭 今年も、盛大に開催   P2
しゃべくりコーナー 
町内会・自治会長の本音トーク   P3
市民活動 
高津区内の市民活動団体 紹介   P3

まちのにぎわい、人のつながり
テーマ

フロンターレの「スポーツ」という新たな切り口で地域とともに取り組んでいる内容について
高津区まちづくり協議会全体会で講演を行いました。
株式会社川崎フロンターレ サッカー事業部集客プロモーショングループ  赤松文梧氏

地域密着型クラブ 川崎フロンターレとまちづくり
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どんなもんじゃ祭 今年も、盛大に開催
今年で13回目となる、どんなもんじゃ祭は、高津区

内でさまざまな活動をしている市民団体が活動を紹介
する「高津区市民活動見本市」です。毎年、生活に役
立つ知識や教養、趣味を増やせる、地域で人と人とが
出会える、そんな場を区役所と協働でつくっています。

日頃から、地域に知り合いが多くいることや地域を
良く知ることが、防災・減災にもつながると考えて、
今年は防災・減災お役立ち情報も加えました。凸凹マ

高津区まちづくり協議会は、市民団体の活動を
支援する活動を続けていますが、高齢者が元気よ
く生き生きと活躍し市民活動を楽しむ街を目指し
て、毎年「高津区熟年成人を祝う会」を開催して
います。来賓の高津区長と高津区社会福祉協議会
会長からご祝辞をいただき、45人の皆さまを表彰
しました。
「熟年成人を祝う会」とは還暦（満60歳）を過ぎ、

80歳（還暦から20年）を越えて元気に市民活動
を継続してこられた方々を、市民活動団体から推
薦していただき、高津区まちづくり協議会が皆様
とともにお祝いするイベントです。

日ごろから健康に気を配り、熟年成人として生
き生きと市民活動を継続されているのは、高津区
民の誇りです。ますますお元気で、次の20年後
100歳を迎えられますように！！

ップや防災食をつくってみる企画も好評でした。
46団体が参加し、防災講座や、ダンス、紙芝居、寄

席などバラエティ豊富な舞台と、たくさんの展示や体
験コーナー、試食や料理講習と会場は盛りだくさんの
内容で、小さなお子さん連れの方から、熟年の方まで
一日、誰でも楽しめる場所となりました。

閉会式前に行うじゃんけん大会では、景品をかけて
盛り上がりました！

高津区市民活動見本市

第４回 熟年成人を祝う会 元気に活動する80歳を、感謝をこめて表彰！



3

――  町会長・自治会長に就任したきっかけは？
前会長が体調を崩され（今は大変お元気でご指導い

ただいております）たため、急遽役員から懇願されお
引き受けすることになりました。
―― 町内会・自治会の特色や課題は？

国道246号梶ヶ谷交差点付近から梶が谷駅さらに末
長交番あたりまでの2,700所帯を超える加入所帯の大
きな町内会です。駅付近のマンションが立ち並ぶ地区
から農地や里山も点在する変化に富んだ自然豊かな地
区でもあります。古くからお住まいの方々は地域に愛
着を持ち協力的ですが、近年転入された方々や若年層
の方々も地域に関心を寄せていただけるように活動し
ていくことが課題です。
――  町内会長・自治会長として目指していることは？

昔から向こう三軒両隣と言いますが、地域でお互い
が顔の見える地域社会を築いて住民同士の絆を作って
いくことは、防災や防犯、さらに福祉の面からも大い
に役立つとともに安全安心で少しでも住み良い街にす

高津区内には107もの町内会・自治会があります。各町内会・自治会ともに、地域の特色に合わせた“地域のつ
ながり”を大切にした活動を進めています。ここでは、その活動の中心となっている町内会・自治会長にインタビ
ューをしたので紹介します。

るためには大変大切なことです。そ
のきっかけを作る意味で、盛大な盆
踊大会や秋のお祭りなどをはじめ、
子ども会、敬老会、子育てサロンなどの行事を行って
いますので是非ご参加いただき、このゆるやかな交流
の輪が広がることを目指しています。
――  町内会・自治会に未加入者に伝えたいことは？

地域に生まれ育った者の一人として、この地域は適
度に都会なのに自然も豊富でとても住み良い地域だと
自負しています。以前引っ越された方もまた転勤で戻
ってくるのでまた近くに住みたいという話を耳にした
ことがあります。町内会に加入して地域の一員として
みんなでこの町を好きになるように住み良い街にして
いきましょう。

いかがでしたでしょうか。この本音トークを読んで
みて、町内会・自治会を身近に感じたり興味を持って
いただいた方、ぜひ地域の町内会・自治会にご参加を！

しゃべくりコーナー

市民活動

「友の会」（東京第四友の会宮前方面）
友の会は、1930年に羽仁もと子を中心に雑誌「婦

人之友」愛読者が作った団体です。宮前方面は、川
崎市宮前区・高津区に住む30～90歳代の会員が、
衣・食・住・家計・子どものことを学び、実践して
います。健康で元気に過ごすためには、何をどれだ
け食べたらよいか！自立する子どもをめざす子育て
のポイントは！など、母の集まり、講習会、展覧会、
友愛セール等で、周囲に働きかけます。毎年秋に、

「家計簿つけ」をよびかけ、講習会を開催しています。
連 絡 先：Tel 044-722-9345  
活動日程：毎週木曜日　10:00～14:00　

高津区食生活改善推進員連絡協議会
「朝食を食べよう　家族そろって食事をしよう」の

「食育キャンペーン」を行っています。そのため、マ
タニティ料理教室（減塩、鉄分･カルシウム強化）、
おやこ料理教室（料理ができる力、味がわかる力、

などの「５つの力」を身につける）、中高年・男性料
理教室（生活習慣病予防のための料理）を開催して
います。そのほか、各種イベント参加、福祉まつり、
健康づくりのつどいなどで、食事バランスガイドの
展示・説明を行っています。
連 絡 先：Tel 044-877-819２　
活動場所：高津区保健福祉センター・市民館

元気な高津をつくる会
食と健康づくりについて協力団体と連携し、高津

区役所保健福祉センターと協働で活動をしています。
活動のテーマは、「健康の輪、地域の環、心の和」で
す。一緒に健康づくり活動に参加しませんか？「健康
づくり協力店ワーキング」各参加者募集中です（随
時受付中）。食育活動として、様々なイベントに参加
し「豆運びゲーム」なども開催しています。
連 絡 先：Tel 090-6199-3460
活動場所：高津区内福祉パルなど

町内会・自治会長の本音トーク

末長町内会 会長 坂田重男さん（70歳）

高津区内の市民活動団体 紹介
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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はめでたく第70号を迎えました。6月16日にどんなもんじゃまつりが行われました。お祭りの
キーワード「一歩進んだ“交流”」の通り、ご来場された方々との交流に加えて参加団体同士の盛んな交流もありました。高津区で
の市民活動を通して、私たち自身が「より楽しい毎日」を実感できるお祭りに成長している事を嬉しく思います。ご参加いただい
た皆様、ご来場いただいた皆様、改めてお礼申し上げます。

編 集 後 記

今後の予定

by「たちばな農のあるまちづくり」推進会議

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8月18日（日）
久本薬医門公園にて開催！

たちばなの恵み 高津さんの市

今号の野菜 ナス
夏野菜の代表。紫色が鮮や
かで食欲をそそり、独特の
食感がクセになる。夏バテ
予防に！ 美容効果に！ 

  高津区で育てられている、
旬な野菜を紹介します

今は暗渠（あんきょ）となった旧平瀬川河川敷の跡地に、200～300本
のLEDキャンドルを立てて、ダンスや歌でにぎやかに楽しみます。お
子様向けのイベントをたくさん用意していますのでぜひご家族でご来
場ください。

日　時 ● 9月13日（金） 18：00～19：30
場　所 ● 二子坂戸緑道入口（坂戸1丁目8番付近）

旧平瀬川キャンドルナイト －昔の川で宴をしよう－

問い合わせ：高津区役所まちづくり推進部地域振興課　☎044-861-3133

橘公園に移動動物園がやって
きます。かわいい動物にエサ
をやったり、ポニーに乗った
り、もこもこヒヨコやウサギ
を抱っこしてみよう。動物ク
イズやクラフトコーナーもあ
ります。荒天中止。申込不要。

橘公園で高津区ふれあい公園を開催

普段は入ることのできない旧平瀬川を、栄橋（溝口２丁目６番付近）か
ら二子坂戸緑道入口（坂戸１丁目８番付近）まで歩きます。ガイドは高
津区役所道路公園センターの職員が行います。昔の平瀬川を知ってい
ただく良い機会となりますので、ぜひご応募ください。

日　時 ● 10月30日（水） 10：00～12：00ごろ
集　合 ● 高津区役所１階ロビー
募　集 ● 先着30名（事前申込制）
応　募 ● 9月2日から電話にて下記事務局までお申し込みください

旧平瀬川を歩く会

問い合わせ：高津区役所まちづくり推進部地域振興課　☎044-861-3133

問い合わせ：高津区役所道路公園センター　☎044-833-1221

日　時 ● 10月6日（日） 10：00～15：00ごろ
場　所 ● 橘公園（子母口565）


