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宮前に登場した新しい特産品をご存知ですか？昨年12月に発売され、瞬く間に中高年女

性に圧倒的な好評を博したマリアンナプラス《豊麗》が、それです。

マリアンナプラス《豊麗》は、聖マリアンナ医科大学発のベンチャー企業・ （株）ナ

ノエッグが製造・ 販売する化粧品です。その《豊麗》の研究・ 開発・ 実用化・ 商品化を

手がけた（株）ナノエッグの山口葉子理学博士を、本紙記者渡辺寛美と共に訪ね、お話を

伺った。

《豊麗》は女性の敵“ほうれい線”を改善するために開発された化粧品。“ほうれい線”と

は、ヒトの鼻の両脇から唇の両脇に伸びている二本の皺で、年齢と共に目立つ。「男性は気になさら

ないが」と山口さん。渡辺記者は「女性にはとても気になります」と《豊麗》に興味津々。

《豊麗》がもつ“ほうれい線”ケア・ ３つのポイントを紹介しましょう。ポイント①、国内で初めて「α－リポ酸」をナノ・ カプセル化

した「α－リポエッグ」（優秀な抗酸化物質）を配合。山口博士が研究チームで開発した「ナノ・ カプセル」の大きさは、百万分の１㎜と

いう極微細、肌が吸収し易いのはそのため。ポイント②、肌に馴染み易いモイスチャーキューブキューブを配合して高い保湿機能をもたせ、

肌が乾燥しないよう長時間働きかけ、肌の内側からふっくら感を引き出し持続させる。ポイント③、コエンザイムＱ10を配合、これが肌の老

化の原因の一つ活性酸素の除去に有効作用、つまり肌の老化を防止します。

《豊麗》は、医学・ 薬学・ 物理学のコラボレーションにより開発した「ナノ・ カプセル化」等々の特殊技術に裏打ちされた化

粧品です。「早い人は使用して２週間から１ケ月程で効果が出てきます」と山口さん。（株）ナノエッグでは、《豊麗》のほか、

ブライトニングⅡ（乳液）ナノキューブローションⅡ（化粧水）、サンプロテクトＵＶ（化粧下地）、ナノキューブ石鹸等々を

品揃え。これらとセットで使用すれば更に効果があり、「より美しくなりたい女性には強い味方ですね。早速今日から使用して

みます」と渡辺記者。

これらマリアンナ化粧品は、聖マリアンナ医科大学内売店や新百合丘他のフジ藤井薬局で販売。またインターネット「楽天Ｓ

hop」やフリーダイヤル「0120-338-440｣でも注文できます。詳しくはナノエッグ・ ホームページをご参照。 （坪井喬記）

宮前区で気になる話題や宝物などの情報があ
りましたら、ご連絡ください。また、会員・特
約店も募集中です。
みんなで楽しい紙面にしていきましょう！！

http://www.miyamae-kankou.net

つながるみやまえ 宮前区観光協会ホームページ

宮前平駅（東急田園都市線）を起

点に宮前休日急患診療所（東有馬

2-13-3）を終点とする約5.6Kmの有馬

北コース（宮前区ガイドブック掲

載）の散策。駅前に設置されている

区の総合案内板でコース確認、ガ

イドブック片手に目指す旧国道246号

有馬交差点へと坂道を歩く。私の得意とする気まぐれ散策で小台公園

に立ち寄る。木々に囲まれ広々とした公園は子どもたち、家族連れで

賑わっていた。有馬交差点を

渡ると、紫色の花をつけた大

木が２本、目の前に飛び込む。

桐の花が青空に浮かんで見え

るようで実に印象的だ。有馬

つつじ公園を通り過ぎ住宅地

を抜けると登り坂で両側には

梨畑、野菜畑が広がる。有馬

中央公園内に入り、腰を落としてひと休み。さわや

かな風を感じて実に爽快だ。木々の緑も眩いくらい

のなか飲んだコーヒーがやけに美味しく感じた。福

王寺（有馬5丁目）に立ち寄る。本堂、保存樹木の古

木のイチョウ、板碑や眼下に広がる有馬のまちが眺

められた。近くには有馬神明神社がある。毎年１０

月の例大祭は盛大で子ども神輿、大人神輿が地域を

練り歩き人びとを楽しませてくれる。この周辺はあ

たり一面に梨園があり特産物「宮前の梨」を生産し

ている。通りすがり、作業をしていた園主の方に梨

づくりのお話を伺った。美味しい梨が食べられる季

節はもう少しだ。そんな思いを抱きながら天満宮ま

で歩き、ここからコース変更して県立川崎北高等学

校の前を通りつげ・ もみじの里に向かう。登り坂の

両側に広がる手入れの行き届いた木々が鮮やかな緑

をつけてお迎えしてくれた。ここからメロンの里を

通りゴール地点を目指す。しばらく平坦な道を歩く

と畑が広がり特産品「宮前メロン」を育てているハ

ウスが見えた。昨年、「宮前メロン」を食べたが甘

くてとっても美味しかった事を思い出す。起伏のあ

るコース、景観を楽しみ、春の風を受けながらゴー

ルの宮前休日急患診療所まで約3時間の気ままに楽

しんだ散策だった。通りすがりお話を伺ったり、丁

寧に道を教えていただいたり人びとの心の温かさにふれあう事が出来ました。本当にありが

とうございました。 （青柳和美記）

観光情報
ニュース

観光情報
ニュース「旬を迎える宮前の梨」

JAセレサ川崎
http://www.jaceresa.or.jp
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④有馬神明神社

⑤梨園の作業風景 愛情込めて

⑥植木生産地 その景観に感動

⑦宮前メロン生産地付近

（株）ナノエッグ 川崎市宮前区菅生2-16-1聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター内 TEL&FAX 044-975-3168

豊麗shop⇒http：//www.rakuten.co.jp/hourei マリアンナ化粧品オンラインショップ ⇒http://www.nanoegg.co.jp

気分爽快！！
眩い新緑のなか

８月開催
詳しくはチラシ等をご覧ください！！

多摩川梨と言えば多摩川に沿った地域を思い浮かべる人も多いと思い
ますが、宮前区でも有馬、野川、土橋といった地区で梨の栽培が行われ、
名産品として定着しています。宮前区の梨栽培は昭和32年に一軒の農
家が梨の木を植えたときから始まりました。8月から9月にかけての収穫最盛期には区内のあ
ちこちに直売所を示す幟が掲げられ、活気を呈します。主要品種は甘みがあってみずみず
しい「幸水」や「豊水」。まれに昔懐かしい長十郎を見つけることもあります。
問い合わせ先
TEL044-866-4231 ＪＡセレサ宮前支店営農課
また「宮前梨組合」とネットで検索すれば、組合に所属する7軒の梨園の連絡先と場所が

表示されます。

新商品開発の研究に勤しむ山口博士

新しい特産品宮 前 の

マリアンナプラス《豊麗》“ほうれい線”対策用美容液を紹介します

マリアンナプラス

《豊麗》

・ 平成23年度多摩川花火大会
10月１日（土）開催

（高津区諏訪・ 多摩川河川敷）
被災地復興支援のイベントです。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
生誕100年
「人間・ 岡本太郎」 展
後期：2011年7月7日（木）

～9月25日（日）
前期は、7月3日（日）まで
詳細 岡本太郎美術館
http://www.taromuseum.jp/

電話 044-900-9898



宮前区の歴史

野川神明社南遺跡
宮前区野川

2010年3月13日、野川神明社南遺跡第二次調査現場見学会が、主催川崎市教育委員会と㈱盤古堂、

協力宮前区観光協会で開催された。今回の第２次調査は、老人ホーム建設に先立つ事前調査で、

（先の第１次調査の西隣に位置））、開発者と㈱盤古堂が業務委託契約を結び、2009年12月21日か

ら2010年3月31日にかけて現地調査が行われた。調査面積は1411.9㎡。

宮前区には、名所遺跡・ 文化財・ 郷土芸能・ 地域産業など、地域の資源が豊富にあります。宮前区観光協会は、地域に
おける観光事業の振興を図り、郷土・ 文化の発展に向けて事業展開することにより、地域の皆様が誇りと愛着を持てる、
活力あふれる宮前区を創造していきたいと考えております。

宮前区観光協会にご賛同いただき、ご入会いただける方は、下記事務局までご連絡願います。
会費（年額）は個人会員１口 1,000円

団体会員１口 5,000円
法人会員１口 10,000円

なお、会員様におかれましては、宮前区内特約店（７店）にて
お買い物の際は、各種サ－ビスを受けることができます。
申し込み先：宮前区役所地域振興課
電話044（856）3135 FAX 044（856）3119

ダンスを始めたきっかけは？

いくつになってもときめきを感じていたいから

ダンスパーティーに参加してドレスを着たいから（女性）

ダンスをやって良かったこと？

友達仲間がいっぱいできた

ダンスサークル「シャルマン宮前」の皆様

宮前市民館で毎週火曜日１８時３０分から２０時３０分まで練習しています。

いつでも見学OKです。

お友達募集中 問い合わせ先 内田（044-833-7054）

鷺沼コロッケや手作り惣菜

スエヒロ

小台１－１９－５

「まいうー」でお馴染の石ちゃんも絶

賛です。地元の持田さんちの野菜コー

ナーもあります。

初鶯宮前と多摩誉

スーパーYAMADA

平２－１－１

すっきりした味です。ピリ辛料理にも

合いそう・ ・ ・ お酒のことなら何でも

聞いてくださいネ

幻の鷺沼カレー

定食喫茶にんじん

鷺沼３－３－１１

今日はカレーの日と聞いて家族で来まし

た（お客様の声）。カレーに水は一滴も

使っていませんレシピは内緒岦

第２次調査現場に来て、瞠目した。その現場は、前年の夏から秋にかけ『宮前の風』創刊号の記事取材のため何度か影向寺を訪

ねた、その行き帰りに通りかかった場所。野川神明社に隣接する農地で、秋にはコスモスの花が咲き乱れていた（写真①）が、そ

の面影は皆目ない。１ｍから２．５ｍ程も掘り下げられており、かつて歴史の教科書で登呂

遺跡の発掘現場の写真を見たガ、それと同じ光景が目の当たりに現出していた。

変哲もない農地を掘り起こし、どうして古代の遺構を発掘できるのか、発掘調査を担当し

た盤古堂の方に伺うと、下記の通り過去の近隣（影向寺及び野川神明社）の発掘状況から、

遺構が埋設されていることは確かなこと、あとは土の色の微妙な変化から、例えば黒い土が

あれば其処に竈（かまど）があったことなどが分かり、「写真②」で見る通り発掘できるの

だと言う。この農地の周辺も、発掘すれば至る所か

ら古代の遺構が発掘されるのは間違いないのだと言

う。

此処一帯は多摩丘陵に連なり、丘陵の広葉樹林に降った雨が地に滲み込み、滲みだした

泉（谷戸）が気の遠くなるような永い歳月をかけて丘陵を穿ち、幾筋もの谷が丘陵から多

摩川へとかたち造られた。その浅い谷間は日当たりが良く、住まいにまた地味豊かで畑作

にも適し、多くの集落が形成されていった模様だ。今回発掘調査された場所から直ぐ目の

前の浅い谷間には、桃や椿などの花々が咲き乱れるなかに畑作が営まれ、さながら桃源郷

の趣き、一瞬古代の風景を髣髴とさせた。

先の第１次調査は今回調査地点の東側隣接地で行われ、弥生時代後期の竪穴住居址19軒、古墳時代～奈良・平安時代にかけての

竪穴住居址13軒、掘立柱建物址１棟や縄文時代早期炉穴、土坑など多くの遺構・遺物が検出された。

今回の第２次調査では、弥生時代後期の竪穴住居址や古墳時代から奈良・平安時代にかけての竪穴住居址28軒以上、及び掘立柱

建物址11棟、中近世の井戸址１基を検出、それらに伴い大量の土器などの遺物が出土した。

第１次調査及び第２次調査から明らかになったのは、弥生時代後期から古墳時代、奈良・平安時代にかけて此処には神奈川県下

でも有数の大規模な集落が展開していたとのことである。近隣には、古代の遺構として白鳳期寺院影向寺や橘樹郡衙（役所）跡と

推定される千年伊勢山台遺跡があり、往時、当時の集落は橘樹郡における一大中心地であったようだ。

見学会場には、出土品のほんの一部が展示されていたが、大量に発掘された土器等は

今回の調査報告書が刊行される予定の1年後以降に、川崎市市民ミュージアムで展示され

るという説明があった。

それから１年後の2011年4月、調査結果がいつから川崎市市民ミュージアムで展示され

るのか川崎市教育委員会文化財課の服部隆博さんに照会したところ、「膨大な量の出土

品整理の完了と報告書の刊行までには、なお２、３年を要します」との回答であった。

昨年の見学会から1年余ぶりに、発掘現場を訪ねた。そこには老人ホームが建っていた

（写真③）。弥生、古墳、奈良、平安時代の往時の人々の生活ぶりを髣髴と思い浮か

べ、今そこに高齢化社会を迎え老人ホームが営まれるのを目の当たりにする、悠久の時

の流れをしみじみと感じながら、老人ホームをあとにしたのだった。 （坪井喬記）

宮前の特産品

（渡辺寛美記）

スイーツは

いかがですか？

とん森谷戸

センダンの花

甘い香りが・ ・ ・

（渡辺寛美記）

野川神明社南遺跡第２次調査現場見学会に参加して古代を偲ぶ

①「2009年秋・咲き乱れるコスモス」

②「2010年３月・南遺跡発掘現場」

③「2011年４月・建設された老人ホーム」

有馬のどら焼き大好き

三吉野

東有馬５－２４－２１

甘納豆

駿河屋製菓

野川５４４－１２

長尾けやきの里クッキー

喫茶けやきの森

神木本町２－１５－６

影向の石最中

大平屋

野川７５６

神木とろーりプリン

かとるかーる

神木本町４－１７－１


