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も育んだ街道ゆかりの多士済々
高津はまた、奔放な情感を放つ

作家・岡本かの子、人間国宝の陶
芸家・濱田庄司、世界的な芸術家・
岡本太郎などの作家や芸術家を育
んできました。岡本かの子の文学碑
は３か所にあり、濱田庄司の石碑は
菩提寺の宗隆寺に「昨日在庵／今
日不在／明日他行」とあり、片町の
交差点近くの記念碑には「巧匠不留

跡」と記されています。岡本太郎は、
二子神社境内に岡本かの子文学碑

「誇り」を造形しました。ほかに
大山街道ゆかりの人物には、文学
者の国木田独歩、田山花袋、柳田
國男、島﨑藤村、谷崎潤一郎、北
原白秋、民藝関

係では柳宗悦、棟方志功、河井寛次郎、
バーナード・リーチ、 美術家の青木
繁らがいます。独歩は大山街道を舞
台に日本の近代文学初期の名作『忘
れえぬ人々』を書き、その島﨑藤村
の揮毫による文学碑は高津図書館前
にあります。これら多士済々の影響もあって、地元で
は例えば高津青年会文芸部に集う面々が詩歌雑誌を発
行し、その顧問だった佐藤惣之助は「こよなく 美しい
友情の花園」と讃えました。以来、高津では人

じん

気
き

（独
特の気質）のある人たちが共鳴しあい、進取の気性あ
ふれる文化活動や市民活動を受け継いで、今日の歴史
と文化の香る活発なまちづくりに連なっているのです。
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大山街道の芸術的文化的風土
東京の赤坂を起点に大山詣で賑わった大山街道の宿

場町、また商店街としても古くから栄えた二子橋～下
作延の「ねもじり坂」にかけての道筋には、つい最近
まで多くの蔵造りの老舗や問屋跡が点在していました。
大山街道と二ヶ領用水の交差点にある大石橋の親柱は、

大山灯籠があしらわれ、街道の
歴史を偲ばせています。

古く、この地域は二ヶ領用水
からの取水をめぐる水争いの暴
動も勃発しました。平賀栄治が
戦時中の苦難を乗り越えて完成
させた久地円筒分水は、水田面
積に平等に水を引くことに成功
し稲毛米をはじめ東京の食糧生
産基地として栄えました。

その周辺には、実に30あまりの文学碑や歌碑、記念碑、
顕彰碑などがあり、全国的にも希有な街道で、多くの
文人や芸術家の明治から戦前までの足跡が偲ばれます。
早くは、江戸時代中期からまず俳諧の運動が盛んでした。
その中心だった灰吹屋薬局の三代目当主は、松尾芭蕉
の句碑を建立し、今も宗隆寺本堂前にあります。旅籠
や多くの商店主のほとんどが「俳号」をもって、連歌
を作っていました。そして、明治から昭和初期にかけて、
大山街道沿いでは地元の才気あふれる人たちが文化活
動で活躍し、かつ外部からも幾多の文人や芸術家、自
由民権運動など市民運動家の先達が往来して交流し、
街道と、二子の渡しを背景にする宿場町ならではの特
有の歴史を刻みつつ、高津の歴史的文化的な風土を形
成してきました。 

歴史と文化のまち、高津
テーマ

高津区には、国の登録有形文化財「久地円筒分水」や、最近川崎市初の国遺跡に指定された古代の役所跡や、
数多くの古刹、庚申塔などの文化遺産があります。なかでも、歴史と文化の香りがただよう大山街道周辺は、
地元の貴重な宝として、ぜひ訪れたい場所です。
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高津区内を拠点、活動する市民活動団体が打ち合わせ等の場として利用できるお部屋「市民活動支援ルーム」を
活用しましょう。団体間交流も図れます。

あなたの夢を応援します！

交流会
10月7日（月）高津区役所会議室で2019年度「市民活動支援ルーム登録団体交流会」

を開催しました。28団体の代表が参加して新運営委員紹介、年間予定や連絡事項の
あと各団体の活動を紹介し合い相互理解を深めました。

便利な支援ルームの概要
冷暖房完備の会議室で机・椅子・白板・印刷機が使

えます。場所は高津区役所4階（18名）、高津市民館11
階（12名）、橘出張所2階（18名）、プラザ橘1階（24名）

の4か所にあります。現在64団体が、子育て・ボラン
ティア・同好会・町内会などの連絡・相談・練習・資
料作り・調べ物・仲間募集などで活用中です。あなた
のサークル仲間とご利用をご検討下さい。

支援ルーム

旧平瀬川跡地を憩いの緑道に
中秋の名月、お月見の夜9月13日に、旧平瀬川の環

境再生を願って、キャンドルナイトを開催しました。
坂戸緑道につながる旧平瀬川跡地に、200本のLEDキ
ャンドルを竹筒に入れて並べ、ダンス、人形劇などを
楽しみました。参加者は150人近く、予想をこえる大
勢が集まりました。

小さなお子さんとお母さんたちに、キャンドルを入
れる透明プラスチックコップに思い思いの絵を描いて
もらい、灯をともすとキレイと歓声も上がり、オリジ
ナルキャンドルづくりでにぎわいました。

このキャンド
ルナイトは、今
年で5回目にな
ります。5回中2
回は、雨で中止
の年があり、準
備していても天
候次第の催しで

す。今年は曇り空、でも、終わる
ころには満月が顔を出してくれました。
「ダンスラボラトリー」の元気でリズミカルなダンス、

「にこにこあおむし人形劇団」の愉快なお人形の鬼ごっ
こ、子供も大人も楽し
みました。旧平瀬川ク
イズも子どもたちの印
象に残ってくれたことと
思います。ポップコーン
の無料配布やクイズ正
解者へのお菓子プレゼ
ントもあり、子供たちは
おおよろこび。「まきば
会」のギター伴奏によ

る全員合唱でしめくくりました。
いまでは、川だったことがまったく分らなくなって

いる旧平瀬川跡地を、みんなで安全に歩ける緑道にし
ようとの思いを共有できるイベントとなりました。

キャンドルナイト

 9～21時、午前・午後・夜間3コマで利用（土日も可）、事前申込み　
 会議室は無料、印刷機は白黒のみで通常より安価に利用（用紙持込み）
 利用団体を登録（審査有）、参加団体の協力による自主運営
 市民活動支援ルーム運営委員会事務局  高津区役所地域振興課　
TEL：044-861-3133　FAX：044-861-3103（平日午前8時半～午後5時）

利用時間
利用料金
利用条件

登録・問合せ先

高津区役所（４階） 高津市民館（11階） 橘出張所（２階） プラザ橘（１階）
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―― 就任したきっかけは？
令和元年は民生委員児童委員の３年に１回の改選期

となります。10年前に私の住む上作延地域では世帯数
700を超え2人体制にすることが決まっていましたが、
就任される方が見つかりませんでした。私は当時、世
話人会での幹事として探しておりましたが、該当者が
見つからなくて困っていました。大事な役目であること
を十分に知っていたものですから、引き受けたのが民
生委員児童委員になったきっかけです。
―― 活動の特色や課題は？

高齢化社会がますます進むなか民生委員児童委員は
地域に密着した相談役として、担当区域（原則220か
ら440世帯に一人）を持っており、仕事で知りえた内容
については守秘義務が課されています。

民生委員児童委員の活動は、高齢者のみまもりから
幼児を含む子供たちの健全な育成など幅広い年齢層を
対象とした活動となります。活動をする上では、地域

民生委員児童委員は区民の皆さまと役所の窓口をつなぐ役割があり、福祉についての相談役です。
委員は町内会の推薦によって、区役所、市役所の承認推薦を経て、厚生労働大臣が委嘱します。
全国の各地域に民生委員児童委員を任命する設置する制度は、102年前に作られました。

しゃべくりコーナー

市民活動

健やかフィールド「まきば会」
健康づくりを目的に歌声、健康講座、自然観察、

など体力と情緒の向上を行い、多くの市民が好きな
フィールドに参加し豊かな生活環境を作ることを目
的として活動しています。健康、歌声の集いのほか
にも、ハイキング、訪問演奏など、だれでも自由に
参加できます。定例会は、うたごえを中心にみんな
で楽しく歌っています。
連 絡 先：080-3123-1979（増田義昭）
活動場所：高津市民館ほか区内施設　
活 動 日：毎月第三水曜日18:00  第一火曜日13:00から（新城）

ダンスラボラトリー
会の立ち上げは2014年。障がい児を持つ母親たち

の「誰でもできる楽しいダンス」を合言葉に、仲間
づくりから始め、目標は20年の東京パラリンピック・
エキシビジョンにダンスでの参加です。「無理せず、
ゆるく、楽しく」の雰囲気で、メンバーは親子会員
を合わせ60人、プロのダンス講師4人とアシスタン

ト2人が指導にあたり、様々なイベント出演、川崎市、
横浜市、世田谷区でのワークショップ開催や、チャ
リティーコンサート出演で活動を広げています。
連 絡 先：080-2068-9343（園部由美）
詳細はホームページをご覧ください。

にこにこあおむし人形劇団
観る人も演じる人も楽しい時間を！をモットーに、

無限の可能性を持つ人形劇で、地域の文化がにぎわ
うように、その役割の一端をお手伝いします。人形
劇を軸に、楽しい時間を作り上げます。定期公演や、
様々な施設で公演しています。うーたん、くまごろ、
こんちゃんの３キャラクターが、いつも遊びながら
大冒険をします。どんなふうに大変かは、数々のお
話をごらんくださいね。定期公演で毎月いろいろな
エピソードを繰り広げています。
連 絡 先：nikonikoaomushi@yahoo.co.jp（代表者）
活動場所：梶ヶ谷こども文化センター
詳細はホームページをご覧ください。

民生委員児童委員の本音トーク

高津区内の市民活動団体 紹介

での見守り支援の絆をどのように広げていくか、また
対象者の皆様の参加を得ることが課題となっています。
―― 目指していることは？

高齢者の皆様や子育てをしていく上での悩みごとや
問題点など、身近な相談相手として、民生委員児童委
員協議会の中での自主研修などを通じて、いろいろ事
例を検討しながら、より適切な相談相手になることを
目指しています。
―― 区民のみなさまにつたえたいことは？

現在川崎市においては、若い世代が多く高齢化率も
全国平均からかなり低くなっておりますが、今後は、少
子高齢化社会が急速に拡大していくことでしょう。

高齢化に伴い地域社会から孤立する高齢者が少なく
ないのが現状です。地域社会とつながりを持つために、
いろいろな会に参加することや、趣味会など健康年齢
を少しでも手助け出来る制度の設定と参加しやすい活
動をお願いしたいと思います。

民生委員児童委員 浅田幾美さん（75歳）

キラくん

キラリと
光る活動が
いっぱい
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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が前号で70号という節目を迎え、今号から新たにキャラクターを登場さ
せることになりました。双子星の男の子と女の子で、名前はキラくんとリンちゃんです。「キラリと輝く水と
緑のまち」をコンセプトに、円筒分水など、高津区のシンボルを盛り込んでいます。キラリたかつニュース
とともに高津区の皆さんに情報と幸せを届け、末長く愛されるキャラクターになれればと思いますので、キ
ラくんとリンちゃんを、これからもどうか温かく見守っていただけたら幸いです。

編 集 後 記

今後の予定

キラくん リンちゃん

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12月15日（日）
９時半から久本薬医門公園で開催！

たちばなの恵み 高津さんの市

今号の野菜 ダイコン
冬の寒さで甘みが増すダイ
コン。おろしなど、生で食
べると、ダイエット、消化
促進の効果が期待できます。

  高津区で育てられている、
旬な野菜を紹介します

秋の高津区文化祭、春秋の文化講座、
歴史と文化の探訪散策、夏休み子ども１日
文化体験、高津うたごえ広場、親子リトミ
ック、子ども将棋教室、小原孝ピアノコン
サート、高津全国俳句大会、高津区美術公
募展など、高津区文化協会の文化事業に参

加された方も多いのではないでしょうか。
特定非営利活動法人として文化的なまちづ
くりをめざす高津区文化協会の事務局長に、
さまざまな文化事業活動の紹介と、文化的
なまちづくりについてお話していただきま
す。ぜひお出かけください。

日 時 ● 11月13日（水） 18：00～20：00
場 所 ● 高津区役所５階会議室

主 催 ● 高津区まちづくり協議会（全体会との同時開催）
応 募 ●  高津区地域振興課へ☎にて申込。受付開始11月1日（金）

定員50人で締切。　☎044-861-3133

日 時 ● 11月20日（水） 18：30～20：30
場 所 ● 高津区役所5階会議室

応 募 ●  直接開催場所へお越しください。当日先着50名
（受付開始18：00） 　☎044-861-3133

講演会開催！ 「文化的なまちづくりを ～高津区文化協会の活動」

参加グループ同士で作りあげ
ていく区内最大の参加型の音楽
祭です。参加者と来場者が一緒
に歌う企画や練習を重ねてきた
子どもたちの発表など盛りだく
さんの音楽祭にぜひご来場ください。30回を記念したスタンプラ
リーを開催し、２日以上来場された方は豪華景品がもらえます。

第30回高津区民音楽祭

高津区にあり、川崎市のシンボルにもな
っている地域の歴史遺産「久地円筒分水」
と、「二ヶ領用水」に関する学習会です。身
近にあっても、なかなかその歴史や、その
構造、又その果たしてきた役割については
深く知り得ない面があります。今回は講師

に市民ミュージアム学芸員の谷拓馬さんを
お招きして、高津区役所にて、「高津学」
の一環として学習会を行います。「高津学」
とは地元を知り地元に学ぶことで楽しく暮
らす、高津楽でもあります。ぜひご参加く
ださい。

円筒分水、二ヶ領用水についての学習会開催

問い合わせ：高津区まちづくり推進部地域振興課　☎044-861-3133

バ ン ド ● 令和元年11月23日（土）
器　　楽 ● 令和元年12月 7 日（土）
コーラス ● 令和元年12月 8 日（日）

岡本太郎作
「高津」のレリーフ


