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小学生が取材［じもたん］

みやまえ人物図鑑
「オオカミの護符」ができるまで

小倉美恵子さん（土橋在住）

私は「オオカミの護符」
の執筆、映画製作をした小倉美恵子さんに取

材しました。

小倉さんは映画では「制作」を担当したそうです。普通は「本を書い

宮前区観光協会

てから映画を製作する。」
という手順なのですが、オオカミの護符の場
合は
「映画を製作してから本を書く。
」
という手順で行ったそうです。

小倉さんは映画に関することでは初心者だったそうで、映画に使う

宮前区の魅力

映像は一つしか採用されなかったそうです。
私も映画とかを見て、視点とかを見る人の目線などに合わせるのがとても
難しそうだったので、小倉さんの話を聞いていて
「確かに難しそうだな〜。」
と思いました。

宮前区長

オオカミの護符という映画は
「ドキュメンタリー」
というもので、それを撮るにあたって気をつけなければいけないこ

小田嶋満さん

川崎に生まれ育ち、川崎で仕事をしてきたものの、宮前区との縁はほとんどありませ

とがあるそうです。
それは「初対面の人に失礼な質問をしたり、家などを勝手に撮影したりするのはプライバシーの侵

害だから、それについては工夫をして撮らなければならない。」
ということです。小倉さんは「プライバシーの侵害」
をし

んでした。

のも少しずつしていき、
もう大丈夫だと思ったらカメラを持っていく」

の方々と出会い、その熱い思いを伺う機会がしばしばありました。また、区役所との協

しかし、区長就任以来、より良いまちづくりに長年に渡りご尽力いただいてきた多く

ないために、
「初対面の人にはカメラを絶対に持って行かず、何回も訪問して初対面の人に質問するには少し失礼なも
そうです。

映画を作るにあたって小倉さんに協力してくれたのは地域のお

じいさん、おばあさんだけでも５０人ほど、スタッフや行った先で
協力してくれた人達は合わせて２００人ほどにもなるそうです。

働で作成された宮前区の魅力を伝える様々な資料等を拝見し、宮前区の幅の広い、そ

じもたんkidsの紹介
川崎市宮前区で地域の働く人を取材している
小学生チームです。参加kidsも大募集中。
詳細：https://www.facebook.com/jimotankids
お問い合わせ先：mn3110@gmail.com

して奥の深い魅力をたくさん知ることができました。

ウォーキングや街歩きが大好きな私にとって、心惹かれる場所が多く、今後の楽しみ

でもあります。のんびりと歩きながら、自然を感じ歴史に触れて、せわしい日常から離

（澁澤 澄央美）

第12回
ジョイカッパ・コンサート
ｉｎ カッパーク鷺沼

しての魅力があふれていて、心豊かな故郷になるのだと思います。より多くの若い世代にも、ホッとする安らぎの場所

川崎市宮前区土橋3-1
9:00〜22:00
TEL.044-854-0210
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編集後記

［日時］平成29年10月27日
（金） 13:30〜16:30（予定）
［集合］野川台公園前バス停 13:30
［持ち物］飲み物・雨具など
《雨天中止》
［申込］9月15日(金)から直接か電話で受付
［定員］20名（先着順）
ウォーキングしながら
［費用］無料
「まちづくり団体」紹介
「施設」紹介など
［主催］宮前区まちづくり協議会
［問合せ］宮前区役所地域振興課☎.856-3125 FAX.856-3280

◆夏の風物詩のひとつ︑盆踊り大会が
区内各所で開催されました︒
そこには
たくさんの老 若 男 女の楽しそうに踊
る姿がありました︒
それぞれの地域の
人が繋がり合 う︑素 晴 らしい行 事で
す︒
いつまでも残して伝 えたいもので
す︒
︵青柳和美︶◆早朝さわやかな川
風で目がさめて午 前 中は川 辺の草 刈
り︑午後から出勤で今夜は東有馬町
会の盆 踊 りに仲 間 と 参 加︒平 瀬 川の
酔 芙 蓉の花 が咲 き 始 めました︒今 年
は自宅のブドウが豊作です︒
︵渡 辺 寛
美︶
◆宮前区観光協会は︑会員の方々
の会費で運営されています︒皆様の気
持ちを大切に︑まだ知られていない宮
前の魅力を伝えていきたいと思ってい
ます︒︵高橋弘幸︶

約3時間（約4㎞）

「住んでよし、訪れてよし」の宮前区の魅力を、区役所としてももっともっと発信していきたいと考えています。

これからの宮前区観光協会
宮前区観光協会会長

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

©川崎フロンターレ

に足を運び、宮前区の幅広さと奥深さを感じ取っていただきたいと思っています。

発 行
事務局

川崎フロンターレが運営
しているフットサル施設「フ
ロンタウンさぎぬま」（旧鷺
沼プール跡地）では、フット
サル以外にも健康教室やヨ
ガ等も実施しています。更衣
室も完備していますので、ぜ
ひ一度足を運んでみてくだ
©川崎フロンターレ
さいね。

田園都市音楽祭の会員制です。事前に会員券を
お求めください。
※ご来場の際は上履きを持参してください。
※土橋小学校北門より入場ください。
【問合せ】田園都市音楽祭実行委員会
☎.044-853-1451
主催：田園都市音楽祭実行委員会
後援：宮前区役所 協力：宮前警察署、宮前消防署

野川の坂道と施設を訪ねて

そんな宮前区は、これからの時代を担う小さな子ども達や若い人達にとってこそ、将来も安心して子育てできるまちと

フロンタウン・さぎぬま

［日時］平成29年9月17日
（日）
開場13:30 開演14:00
［会場］川崎市立土橋小学校４階多目的ホール
（東急田園都市線 鷺沼駅下車）
音楽を楽しむ、音楽で歓ぶ、音楽に感動するコ
ンサートです。
［出演者］
ファゴット 「内田小百合」
フルート・アンサンブル 「ぎんのふえ」
サクソフォーン・アンサンブル
「サクソフィールド」

まちづくりウォーキング

れてほっとできる空間は何よりも嬉しい場所です。

小泉俊輔さん

さる 6 月 9 日宮前区観光協会平成 29 年度総会にて、川島前会長の後任として、第 3 代宮前区観
光協会会長のご指名をいただきました、小泉俊輔と申します。
私は、この宮前区犬蔵に太平洋戦争の起こった昭和 16 年に生まれました。小学校入学時が GHQ
による戦後の日本の新制度が始まった昭和 22 年で、その後、我が国の戦後復興とともに、この宮前
区の発展を見て今日を迎えています。
特に宮前区には、旧陸軍東部 62 部隊の軍用地が戦後の農地解放によって、東急の田園都市構想
に組み込まれ、昭和 40 年に入り、田園都市線の延伸による都心への利便性もよく、住宅地開発が急

速に進められることになりました。一方、モータリゼーションによる東名高速道路の川崎 IC の開通は
川崎市北部卸売市場等、
この地域の新たな産業構造を創り出すこととなりました。
宮前区観光協会は、昭和和 57 年高津区から分区され長い間設立されていませんでしたが、約 10 年前に小泉一郎さん

を初代会長に迎え区内諸団体の協力を得て、川崎市内で一番若い観光協会として発足しました。
主な事業としては
①宮前区と姉妹都市関係にある佐久市との交流事業
②ウォークイベントの開催 区内の「名所旧跡めぐり」及び「街道を歩く」など
③宮前区観光ボランティアガイド養成講座の開催
④国史跡として指定の「影向寺を含む橘樹官衙遺跡群」勉強会
⑤「旧陸軍 62 部隊及び溝の口演習場」に関する勉強会
以上を計画し皆さまのご参加をお待ちしています。

今年３月 12 日に川崎商工会議所で行われた「川崎産業観光検定試験」に若い人たちに混じって挑戦し、４月に最高齢
合格を果たすことができました。
この経験も活かして、
さらに住みよい宮前区にしていきますのでよろしくお願いします。
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地域の発展と共に50年

宮前区観光協会は、会員の皆さまの会費で運営されている団体です。

メロー

宮前
兄妹

持田学園

学校法人

おかげさまで創立 50
周 年を迎えました。「興
味・感心・感謝・感激・
感動」５つの心の教育を
大切に、今後も元気な子
どもたちと共に次の 100
年へ向かってまいります。

宮前区東有馬2-35-30
☎. 044-855-7777〜8

美しい時代へ−東急グループ

皆さまの街のＪＡセレサ川崎をぜひご利用ください
【本店】
〒2 1 6 - 0 0 3 3 川崎市宮前区宮崎2 - 1 3 - 3 8
TEL:044-877-2111(代) FAX:044-877-2211(代)
URL:http://www.jaceresa.or.jp/

防災ひとすじ52年。
みなさまのお役に立つ、中山防災です。
昭和 40 年創業の中山防災は、防
災・消防に関する専門的な知識と
技術を兼ね備えたプロフェッショナ
ル集団！
！ 防災のことなら何でも
相談できるので安心。

(株)中山防災

宮前区平4-6-1
☎. 044-977-5639

宮前区馬絹590
☎. 044-854-6461

地域が見える、地域 がわかる
神奈川県全域・東京多摩地域

計2,128,780部

折込配布＋70,170部店舗・施設置き

朝日・毎日・読売・日経（一部エリア除く）4大紙を主力とした新聞折込に加え、
発行エリア内店舗・施設への配架でお届けしています。

特定非営利活動法人

宮前かぐやの里

団体会員さま紹介
・清水マリ子後援会
・宮前平駅前商店会
・向丘地区連合自治会
・江戸芸かっぽれ
・川崎市宮前区食品衛生協会
・蔵敷商店会
・宮前区保護司会
・川崎市中央卸売市場北部市場協会
・川崎富士見ライオンズクラブ

有馬は筍の産地、昔話しの竹を
切ったら玉のように光る可愛い子
が…が命名の由来です。公園と花
畑に囲まれたグループホームで
す。個性豊かな仲間達と厳しさの
なかにも優しさありの施設長共
に、ノーマライゼーションを基に
生活しています。

・白幡八幡大神平囃子連中
・初山獅子舞保存会
・花の台町内会
・宮前区医師会
・宮前区役所管理職会
・影向寺重文保存会
・駿河屋製菓有限会社
・長沢自治会
・宮崎台駅前商店会
・馬絹商店会
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・宮前区文化協会
・宮前地区連合町内会
・川崎宮前ロータリークラブ
・宮前区商店街連合会
・蔵敷団地商店会
・菅生ヶ丘自治会
・宮前区老人クラブ連合会
・県営野川南台団地自治会
（順不同）

宮前区有馬3-7-17
☎. 044-750-0831

「日本一住みたい沿線」
宮前区の皆さん今後とも
よろしくお願いします！
！
昭和 33 年創業の「ま
ちの大工」さん。新築・
小 工 事・リノベーショ
ンと住まいのことなら
何でも対応。
「市住宅相
談登録店」。地域活動に
も積極的に参加。お客
様目線の工務店さん。

宮前区菅生2-21-12
☎. 044-977-2348

高橋工務店

白鳳の昔より西明寺の霊
泉として古文書に残る有馬
不 動 霊 光 泉。今 日も な お
様々な方が温泉療養で通
われています。旅館業とし
てもまもなく50 年、首都圏
唯一残る湯治場として元気
を配り続けます。

有馬療養温泉旅館

﹇渡辺寛美︵菅生在住︶
﹈

安産・お宮参り・七五三・
厄祓い・合格祈願・地鎮祭な
ど神社は私たちの生活と深い
関係がある。白幡八幡大神は
「有馬神明社」
「土橋神社」
「菅
生神社」
「天満宮」などの兼務
神社で、各種御祈願・出張祭
典等も電話にて相談にのって
くれる。

私のお勧めはマロンペー
ストの中に生クリーム、栗が
スト
丸ごと一個入ったモンブラン
丸ご
と季節のお勧めジュレ、甘〜
と季
い苺のケーキ、
い苺
有馬ロールは
ふわふわ生地で想像以上の
ふわ
生クリーム
生ク
の 量「大 きめ に
切ってめしあがれ」
切っ
。

宮前区観光協会情報取材記者 おすすめのお店

有馬白百合幼稚園・どんぐりらんど・どんぐりはうす

宮前区有馬5-1-16
［営業時間］10:00〜20:00
［定休日］水曜日
［電話］044-863-6855

宮前区菅生1-2-15
☎. 044-977-5755

神奈川県知事免許（14）第4072号

幸信商事(株)

コスミン

パティスリーレ・セルヌ

地域密着型の不動産会社。宮前
区内でも『菅生・初山・犬蔵地域』
を中心に不動産の売買・賃貸・管
理。地元ならではのネットワークで、
地域の人たちの生活をサポートす
る頼れる不動産屋さん。

宮前区観光協会

法人会員さま紹介

有馬ロールで有名

どれも北海道産生クリーム
たっぷりです。
たっ

おいしいランチ

宮前区東有馬3-8-27
［営業時間］11:00〜22:00
（日・祭 17:00〜22:00）
［定休日］
月曜日
［電話］044-888-3082

有馬にオープンして今年６

周年のお寿司屋さんです。
厚切りプリップリッのネタは
築地と広島産地直送仕入ラン
チメニューは海鮮丼、ちらし、に

東有馬3-5-31
☎. 044-877-5643
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せとぐち

寿司海鮮処

ぎりは 頼 め ば 持ち帰りＯＫで
す。

お勧めは「にぎり寿司」
この日の真ダコは広島産直
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