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“ シンガーソングライター ”

和(Kazu)（宮前区有馬在住）

「負けじ魂」
心に秘め、今日も届けよ！
今日もまた何処で、その歌に心も癒され勇気づけられている人がいる事でしょう。
ギターを手に、物静かに語りかけるようにそして熱い想いを全身に漲らせての歌声。
シンガーソングライター、夢を叶えて・・・
「幼少の頃から歌うことが好きで好きでたまらなかった」と語る和さん。
その頃の想
いは時が過ぎても変わらず、ご縁をいただいた方々の温かい後押しもあって受けた
オーディションに見事合格。歌への想いは大きく膨らんでいたが、音楽から離れざる
おえない時期もあった。
どんな環境にあっても『音楽』は宝物。
何時も心に「歌」手には「ギター」
、
『音楽』へ
の夢は消える事が無かった。
感謝そして歌で恩返し
念願の Team 和 (kazu) を昨年 9 月 21 日に立ち上げた。
スタッフと多くの人に支えられた感謝の気持ちと歌える幸せを笑顔で語っていた。
「負けじ魂」
シンガーソ
ングライター和さん、近々ＣＤのリリースを企画している。今年の第 20 回宮崎台ふる里さくら祭りに出演し
て皆さんに
「負けじ魂」
を届けました。
現在アリーノで定期ライブを開催したり、地元のレインボー川崎ではカラオケボランテイアやストリートラ
イブ等で広範囲に活動している。
歌を通して “ 皆さんに命や人の大切さを伝えて元気づけたい。
そして何かを感じて幸せになって欲しい ”
と人びとへの感謝の気持ちと恩返しを語った。
想いは膨らむ！明日に向かって
今後の抱負を訪ねると “ 東日本大震災と熊本地震での復興の願い、地元の鷺沼の祭りやイベントなどで
も歌を届けたい・・・” と終わりの無い程に語る顔は輝いていた。本当に心底から音楽を愛しているのが
感じられる。
「川崎ミュージックキャスト」に応募し見事合格して 5 月に登録されました。“ たくさんの人びとに音楽を
届ける活動の場所が広がりました ” と語る和さんにこれからの活動を益々期待します。
和さん、頑張ってください！
ご覧ください！ ホームページ http://teamkazu.jimdo.com
Twitter
@teamkazu1118

第18回響け！みやまえ太鼓ミーティング

クラブ創立 20 周年
私たちは、
川崎フロンターレを
応援しています。

等々力に応援に行こう！
！
選手・サポーターとの一体感
熱い熱い感動を共有しよう！
！

ご来場お待ちしています！
！

入場無料
平成28年８月20日
（土）
第１部 13:50〜
宮前市民館大ホール
第２部 18:00〜
宮前区役所市民広場
【お問い合わせ先】 宮前区役所地域振興課
☎.044-856-3125

8 月号川崎市政だより宮前区版をご覧ください！！

入場無料

宮前区内の様々な障がいのある皆さんが練習を重ねベー
トーヴェンの「第九」を原語で歌います。
また、第２部ではプロの
演奏家によるゲストステージもお楽しみいただけます。
【お問い合わせ先】
宮前区役所地域振興課 ☎044-856-3134
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編集後記

【開催日時・場所】
平成28年8月31日
（水）
12:30開場 13:30開演（15:30終演予定）
宮前市民館大ホール

川崎フロンタレーホームゲーム『宮前区民招待』実施！

◆転入当時︑町内会加入のお誘いを
いた だ き 直 ぐに町 内 会 会 員 となり
あれからだいぶ年 月が経 ちました︒
運営に関わる多くの役員の皆さんの
ご苦 労は大 変な事と思います︒多く
の意義を持つ町内会︑その中に人と
の関わりや交 流があります︒地 域 社
会を楽しむ活 動のひとつになってい
ます︒
︵青柳和美︶◆春はフレルさぎ
沼前広場での植木市︑夏は駅前駐車
場での盆踊り︑鷺沼幼稚園に通う娘
と一緒に毎日鷺沼プール︒
つい昨日の
ことみたい︑あれから〇〇年ですね︒
︵渡 辺 寛 美︶
◆川崎フロンターレは絶
好調︒今年は︑必ず優勝すると信じ
ています︒等 々 力 陸 上 競 技 場は︑た
だ︑観戦するのではなくて︑さまざま
なイベントが開 催 されていま す︒出
店もふんだんに出ますよ︒朝から楽
し めて︑子 ど も 大 喜 びで す︒ぜひ︑
等々力に行こう！
︵高橋弘幸︶

2016しあわせを呼ぶコンサート

©川崎フロンターレ

宮前区観光協会 編集・作成 宮前区観光情報取材記者
宮前区役所地域振興課 ＴＥＬ ０４４・８５６・３１３５

【開催日時・場所】

発 行
事務局

今年は「つながろう 太鼓の響と平和の心」を
テーマに掲げ、開催します。第１部は、地域の伝統
芸能からはじまり、７団体が演奏。休憩時間には太
鼓体験もでき、最後はゲスト
「GONNA」の演奏をお
楽しみいただけます。第２部は、かがり火と提灯が
ともる屋外にて、４団体が交互に演奏します。
「宮
前ねぷた」や「荒馬踊り」の披露もございます。

熱意は計り知れない程です。
町内会や自治会の共通の悩み
でもあるとお聞きしている高齢化
や加入者率などは、当町内会でも
同様と話されました。角田会長は
“土地開発が進み新しく住民となら
れた皆様と住んでいる皆様が多世
代に渡り融合した町造りに参加し
ホームページトップ
て欲しい”と語る言葉は希望に満ち
新たな情報発信！馬絹町内会 ていた。私は住民同士の交流等多
48番馬絹紹介
くの意義を含んだ町内会の役割な
町歩きをしていると、
この町の魅 ど大切な事を教えていただきまし
力に知らず知らずに引き寄せられ た。
葛飾北斎画『鎌倉江ノ島大山
る。
ビルが建ち並ぶ新しい町風景と
新板往来双六』
で馬絹紹介
馬絹古墳など歴史を語る数多くの
ロケーションは何と魅力的な町だ
ホームページに貴重な画が掲載
ろう。初夏の陽射しを浴びながら町
されています、
「48番馬絹」。そこに
を訪ねました。
は当時の旅人と土地の人が描かれ
ています。
この場所は現在のどの辺
安全で安心した暮らしを・
・
・
りだろうか？など当時を想像しなが
ら馬絹の地を考えると胸が高まり
町内の地域住民約7,200世帯と
ます。たくさんの魅力が詰まってい
行事紹介一例
聞く平台地区・三ツ又地区・矢中地
る馬絹町内会、情報発信が楽しみ
区・宮本地区から構成している大
です。
地域情報を発信
きな町内会です。
ホームページ開設！
今年4月に就
任 され た 角 田
トップページに鮮やかな花桃の
安生（馬絹町内
画像が目に映る。4月開設した当町
会 会 長 ）氏 は、
内会のホームページを多くの皆様
開 口 一 番 に
がご覧になった事と思います。町内
“ 代々この 地を
会の情報、町の様子、名所旧跡紹
守ってこられた
介など様々な情報発信をしていま
皆 様 や 住 んで
名所旧跡、紹介
角田安生会長
す。
いる皆様と運営
宮崎孝（宮本地区副会長）氏は、 馬絹町内会の益々ご発展される
に関わる皆様に感謝致します。
そし
て私はこの町が大好きです”と嬉し “ホームページをご覧いただき町内 ことを、心から祈っております。
そうに語りました。私は「感謝」の言 会の様子や馬絹の数々の素晴らし
また未加入者の
葉に地域への愛着心と温もり感を さを知って欲しい。
ご覧ください！
強く感じました。
そして“住んでいる 皆様が町内会加入のきっかけに
馬絹町内会 ホームページ
人びとのより良い生活環境になる なったら嬉しい。地区外にも魅力溢
http://maginu-chounaikai.com
よう問題を考え、住んでいる人が主 れる馬絹を広く知っていただける
（取材・青柳和美）
体となって皆様と共に町を造る”と ように発信したい”と語っています。
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「学校帰り、電車から降りたらまずはアイス

辺

周
鷺沼駅

コーヒーだね」
ということで改札口出てすぐの
［LITTLE MERMAID］
でお茶してから…
「パンもおいしそうだね」
とろとろクリーム
パン、そら豆のベーコンチーズロール、シチリ
アレモンのク
リームパン。
今回の散歩道は
「いってらっしゃい」
「おかえ
私 は 苺と
りなさい」のまち、宮前区のへそ初夏の鷺沼です。
グランベリー
一緒に歩くのは、鷺沼在住、石川遼似の１８歳超イ
のジュースを
ケメンS.T.くん（写真、名前は恥ずかしいのでダメと
注文。
のこと残念）

散歩道

喉を潤したところで、
さー出発
最初に訪れたのは・・・
昭和４２年７月１日創業、鷺沼で一番古い店。

［グリーンスポーツ］鷺沼3-1-17

２階の仕事場を会場に「まちゼミ」
で子供達に半製品、皮ひもを用意してグロー
ブを作る講座の講師をしました。
普段は中学校の道場に出向き剣道の竹刀の手入れ方法（激しく打ち合うので竹
にささくれが出来るので、その取り方）や竹刀の組み合せ方をアドバイス、
メンテナイスをしているのでほとんどお
店にはいません。お忙しい毎日ですが、笑顔がとっても素敵で「人が好き、
まちが好き」の言葉ピッッタリの人です。
今まで出会った人の写真がいっぱいの仕事場で撮りました。

ミッシュランに紹介されたお店

鷺沼

［にんじん］鷺沼3-3-11

レストア川崎地域包括支援センター職員さんと
3丁目の民生委員の富沢さんが介護、医療、福祉
などについて相談にのってくれます。
気軽にいらしてくださいね。

［癒庵（いやしあん）］鷺沼3-2-2

外観からしてここが蕎麦屋さんとは…
窓からの風景を見ながらゆっくりと時
間が流れてゆきます。お勧めは浅草の業
者さんから仕入れている江戸辛み大根を
使ったおろしそばです。
たっぷりの大根おろしがのったおそば、
この辛さが好き。

saginuma

［懐や
（ふところや）］鷺沼3-3-12

煮干しだしがきいていて昔ながらのシナそばです。

［とんかつ稲］鷺沼1-11-1 DIKビル1F

S.T.君「おじいちゃんと一緒にいったと
んかつやさんサクッ、中はやわらか、おい
しかった〜」
ランチメニューのおろしかつ定食。
この
店一番人気のお勧めです。

お店で素敵なカップルに出会い
ました。ボンジューマダム ‼
彼女は日本人のエールフランス
スチュワーデス第1号、そしてあの
名門旅館、能登和倉温泉『加賀屋』
の大女将のお姉様です。なんとあ
の名物女将は鷺沼から嫁いだので
すね。

［菊水（きくすい）］鷺沼4-2-3

もちろん、
うな重を注文、焼津の養殖うなぎ、
ご飯は秋田こまちで相性ピッタリです。
自家製の卵焼きもふ
わ〜として、おいしいで
す。

記者お勧めデザート

［宮前区内で紹介されているお店］
・よしみや 一番碾き蕎麦（鷺沼）
・とうふ屋うかい とうふ懐石（鷺沼）
・しお田 とんかつ（宮前平）
・サンク・アロマ レストラン
（鷺沼）

上をむ〜いて、
あるこ〜おう。
フルートの素敵な音色が・・・。
「アンコールOK」いつも場を盛り上
げてくれる美人ママ！
！
ここ鷺沼に住む人達は個性が強くに
ぎやか、女3人集まれば何とかですね。

他に海老ひれかつ定食もお勧めです。
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［デリスタ スエヒロ］小台1-19-5

さつまいもの天ぷらと蒸しパン。
天ぷらの大きさにビックリ、お母さんの味
です。

記者は高津区から分区して宮前区になる前からの昭和の鷺沼にす
んでいました。
時々訪れると
「おかえりなさい」
「いってらっしゃい」住む人の温かさ
は今も昔も変わらない街です。
まだまだ、個性的な有名人がいっぱいいます。
（取材：渡辺寛美）
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