愛のバザー開催

宮前

撫子（なでしこ）
花言葉 無邪気、大胆、才能
別名 河原撫子（かわらなでしこ）
大和撫子(やまとなでしこ）
平瀬川でコスモスはじめいろんな花を
丹精している佐藤さんが数年前に種から
育て今では群生して夏から
秋にかけて可憐な花を見ることができま
す。撫子は秋の七草のひとつです。
（渡辺寛美記）

■同時開催 北部市場まつり
（青果・ 水産・ 花などの販売）

東日本大震災復興支援、愛のバザー
(主催：宮前区文化協会 協賛：宮前区
観光協会／宮前区役所／教育委員会)が
６月19日(日）に市民広場にて開催され
ました。「バザーの収益は、日本赤十字
社へ寄付したほか、区内に避難されてい
る方々にお届けしました。」協力ありが
とうございました。

住んで良し、訪れて良しのまちづくり
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第30回宮前区民祭
３０回目を迎える宮前区民祭。東日本大震災の復興支援として、東北の物産
などの出店があります。また、隣接する菅生緑地では、「ふれあい動物園」
や、「市民健康の森ツアー」、「冒険遊び場」を行います。子ども向けにはミ
ニＳＬ、ドーム型遊具ふあふあなどもあります。
※車での来場や、ペットの同伴はご遠慮ください。
◇日時 平成２３年１０月１６日（日） ９時～１５時
◇会場 北部市場（青果棟前）
◇問合せ 区役所総務課（区民祭実行委員会事務局）TEL.856-3123 FAX.856-3119

宮前区観光協会

あの真夏の暑さは何処に…今日は肌

ゴール 田園調布学園大学

寒さをも感じさせる小雨降る天候。青
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潮見台浄水場

空の下とは一味違う散策は、どんな感

稗原

動と出会うだろうかと気持ちが高まる。
菅生・ 平エリアの市境西コース（宮
前区ガイドブツク掲載）は、鷺沼駅を
起点にヨネッティー王禅寺（麻生区）
が終点の約5,5ｋｍの川崎市と横浜市の

⑤
⑥ 菅生緑地西
北部市場
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菅生緑地東 清水台

境を歩く豊かな自然に富んだコース。12時
に東急田園都市線鷺沼駅前をスタートして、
すぐに春待坂を下り鷺沼小学校前からは上り坂

「第15回農業まつり」

となる。道路の両側には桜並木がたまプラーザ駅ま

美しが丘公園

で続き、お花見シーズンはその見事さを満喫しようと

ＪＡセレサ川崎では、毎年11月の第3日
曜日に川崎市内11会場で農業まつりを開催
しています。今年は11月20日に行われ、宮
前区内ではＪＡセレサ川崎宮前支店と向丘
支店が会場となります。当日は、地元生産
者による農産物品評会、新鮮野菜の即売、
植木や花鉢物などの生産者による直売、女性部によるバザーや模擬店
など、盛りだくさんの内容。毎年多くの来場者で賑わいます。是非こ
の機会に地元の生産品の良さを味わってください。なお変更等がある場合もありますので、詳細
については各会場へお確かめください。
ＪＡセレサ宮前支店 宮前区有馬2-13-1 宮崎小学校前すぐ
ＪＡセレサ向丘支店 宮前区平1-1-24
向丘小学校前すぐ

①桜並木が続く春待坂

多くの人びとが訪れるお花見スポットです。坂の途中、
総面積15,333㎡の鷺沼公園がある。園内は広々としたグラン

たまプラーザ

ド、その上の方には遊具が見える。時折聞こえる蝉の声は、夏
の終わりを知らせるかの様にもの寂しさを感じる。晴れていれば元
出迎え！何処からともなく飛んできて蝶が目の前の花に止まってひと休

境橋

み。その光景をしばらく見つめていた。東名高速道路の上に架かる境橋
付近は富士山の展望がよいと言われているがこの天候では叶わなかった。
②素晴らしい出会い

遠くにかすんで見える風景も、一味違う美しい景観に見えた。ここから
たまプラーザ駅方面に向かう道から外れ市境道を歩き始める。この周辺
は生産緑地地区の表示があり、茄子、トマト、ネギ、サトイモなどの畑

TEL044-866-4231
TEL044-866-4121

が広がる。しばらく綺麗な町並みの住宅地を眺めながら歩いていると、
東地区の菅生緑地入り口に表示板が見えた。菅生緑地は「市民健康の

⑤近くには水色の鉄塔もある

森」として、東地区（水沢１丁目）、西地区（水沢2丁目）に分かれて開
放している。東地区に入るとその広さに驚く。草地広場には青々とした
③境橋からの眺め

会費（年額）
個人会員１口
団体会員１口
法人会員１口

③

①
鷺沼駅
鷺沼公園 ②
鷺沼小学校
スタート

気な声が飛び交う公園も人の姿がなくとても静かだ。思いがけないお

JAセレサ川崎
http://www.jaceresa.or.jp

なお、会員様におかれま
しては、宮前区内特約店
1,000円 （７店）にてお買い物の
5,000円 際は、各種サ－ビスを受
10,000円 けることができます。

宮前
美しの森公園

・
・
・
・
・
・
・

宮前平源泉 湯けむりの庄
駿河屋製菓
チーズ＆プリン工房
高橋工務店
DANDELION
森永宮前ミルクセンター蔵敷販売所
竹水園

草がじゅうたんを敷いたように見え、雨にぬれて生きいきとしている。
ベンチに座り暫くあたりを眺めていると別世界にいるような不思議な感
じがした。西地区に向かう途中で道がわからなくなり地元の男性に尋ね
た。丁寧にその付近まで案内していただき、その男性は「桜の花がきれ
いでお花見にたくさんの人が来ますよ」「普段でも散歩、ジョキングや
家族連れで賑やかですよ」と、公園の様子を教えていただいた。別れ際
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⑥どんぐり畑ってどんなだろうか？

に持参していた「宮前の風」をお渡ししてお礼を伝えた。菅生緑地水沢
④小雨のなか静寂さが漂う

申し込み先：宮前区役所地域振興課
電話044（856）3135 FAX 044（856）3119

の森の標識が入り口の階段付近に建っている。その階段を上がると案内

板、石で出来た「水沢の森」のモニューメントその傍らにテーブルや椅子が置かれている。しとしと降る小
雨のなかたくさんの木々、草花の葉の緑が一層濃く映える。鉛色の空に水色の鉄塔が高くそびえ立つ。整備
された道を歩いていると、木々の間から「市民健康の森 どんぐり畑」の看板が見えた。このような風景を

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！！
つながるみやまえ 宮前区観光協会ホームページ
http://www.miyamae-kankou.net
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見ながら小さい頃遊んだ故郷の思い出が湧いてきた。心が癒されるなんと素晴らしい環境だろう。新水沢橋
を渡り“１８０度の展望 横浜みなとみらい 大山・ 丹沢の展望よし”とガイドブックに記載されているけ

⑦小雨でかすむ風景もまた良いよ

れども今日はその感動には出会えませんでした。それでも小雨降るなかに遠くかすんで見える町並み、そび
え立つ鉄塔、道路わきに咲いている草花などに感動の連続でした。１５時３０分に終点のヨネッティー王禅寺に到着、３時間３０分の小雨のなか
の散策は晴天とは違う感動を覚え気分爽快な散策になった。紅葉シーズンがもう少しで到来します。あなたも身近な場所に散策に出かけてみませ
んか。きっと自然の素晴らしさに感動する出会いが待っている事でしょう。

(青柳和美記)

宮前区 水沢

睦屋大橋商店

宮前区観光協会の観光情報取材記者の
坪井喬と渡辺寛美が取材しました。

大豆、小豆、
黒豆など多種
の豆類の量り
売りを行い、
１キロ以上で
注文を受けて
います。豆類
のほか、味
噌、醤油、
油、調味料、
椎茸や昆布な
ども扱ってい
ます。

田園都市線は、縦に細長い宮前区のほぼ中央を横断し、北部と南部に分けています。
川崎市中央卸売市場北部市場（北部市場）は、その北部に位置し、南部南端の方に位置
する梶ヶ谷に住む私には、生活の上で無縁でした。ところがここ一両年、毎年宮前区区民
祭のたび、その会場になる北部市場に通うようになり、それとともに区民祭以外の北部市
場はどのような顔、姿、形をしているのか訪ねてみたいと思うことしばしばでした。
このほど『宮前の風』に北部市場を紹介するに際し、市場近在に住み、食材や日用品の
買い物に、日常的に市場に出掛けるという渡辺記者にご案内いただく。北部市場は、鮮魚
等を扱う「水産棟」、野菜や果物等を扱う「青果棟」がメインだが、今回は一般消費者も
入店できる「関連商品売場棟（関連棟）」を紹介しましょう。
（坪井喬記）

北部市場の関連棟には約８０店舗が軒を並べる
尻手黒川線に面し
た北部市場正面・ 北
面から入ると、左側
に青果棟、右側に水
産棟、その間に関連
棟があります。
到着したのは午前
７時半、関連棟は活
気に満ちている。関
連棟内店舗の開店時
間は早朝５時半で、
閉店時間は１階店舗が正午頃で食堂街は午後２時頃
です。これはそもそも、青果棟や水産棟における野
菜・ 果物等や水産物の競り市に早朝参集する、小売
店などの売買参加者や買出人を顧客対象とするからだが、現在では一般消費者も自由に出入りして買物や食事ができま
す。
関連棟内には乾物、佃煮、漬物、海苔、お茶、玉子、肉、総菜、蒟蒻・
豆腐、お菓子などの食品のほか、包装資材、衣料・ 履物等、８０に垂んと
する卸し中心の店舗が縦横に軒を並べています。
宮前区とその周辺地域にお住まいの皆さん、未だの方は是非一度、関連棟
を訪ねてみては如何でしょうか。日用品や食料品を一般消費者はバラ買いが
出来、割安で購入出来ますし、いろいろと掘出し物もありますよ。

スルガ商事
店内に入る
と、香ばしい鰹
節の香りに包ま
れる。昭和の時
代の各家庭には
多くの家に家庭
用鰹節削り器が
あった。夕食時
に当番の子供が
鰹節を削ると、
食卓に香ばしい
香りが漂う、そんな往時を思い起こさせ
る。同店では、顧客の注文に応じて、大
型の営業用鰹節削り機で削ることから、
新鮮な鰹節を求めることができます。

毎週土曜日
「関連・ 朝市」開催

では、関連棟に入ってみましょう。
中央入口を入る。中央通りでは土曜日
には恒例の朝市が開催される。朝市に
は関連棟内の店舗が交代で出店、８月
６日に訪ねたときは西瓜の大玉が並
び、今年はスーパーなどで高値が目に
つくなか、ここでは嬉しい安値でお目
見えでした。箱売りの、瑞々しい桃が
美味しそう。

つな川

店頭で煎茶のサービスをしていた『つな川』
は日本茶と海苔を主に専売、同店に立ち寄る
と、「どこの店で買いたいものが売っているの
か？」「バラ売りをしてくれるのか否か？」
等々について懇切に教えていただけます。ま
た、店内で北部市場の開設から今日までの来歴
について教えていただいた。

「私が着ている服は先日三徳さん
で買いました。」（渡辺）

森谷商店

・
・
・
・

【北部市場の概要】
名 称：川崎市中央卸売市場北部市場
所在地：川崎市宮前区水沢１－１－１
敷地面積：１６８，５８７㎡
供給圏：川崎市―宮前区、高津区、多摩区、麻生区、中原区
横浜市―港北区、緑区、都筑区、青葉区
供給圏人口：約２００万人
取扱品目：青果、水産物、花卉、加工食品等
取扱量：（平成22年度実績・ 1日平均取扱い数量）
青果―278トン、水産―159トン、花卉―173千本
業務開始年月日：昭和57年7月1日

佃煮や蕎麦をはじめ、伝統的味付にこ
だわった食料品を販売。店内中央には多
種多様な総菜が並ぶ。「手抜き主婦には
大助かり」と渡辺記者は同店の大ファン
で、しばしば来店するとか。「芋がらの
総菜がユニークでしょ。旨くて最高です
よ」と私に勧めます。

富士パッケージ

店内に陳列された数々のカラフルな商品
を見回すと、子供達の歓声がどこからとも
なく聞こえてくるようだ。玩具セットや、
おしゃれアクセサリー、駄菓子屋で見た昔
懐かしい水鉄砲とか子供のワクワク感を募
るオマケの数々。お祭りの夜店で掬った思
い出のスーパーボールがいっぱい詰まった
大きなビニール袋など。

海外輸入の食料品を取り扱
う。大きな業務用チーズが冷
蔵庫に。フランス産の酢など
ヨーロッパ方面からの輸入品
が目立つ。サラダのドレッシ
ングに使うイタリア産の「バ
ルサコミ」が人気です。

・
・
・
・

東京かじの

包装資材のほか、割箸、高級弁当箱、
耐熱容器各種、暖簾、のぼり、提灯、イ
ベント容器、環境対策用容器などを取り
揃える。暖簾は、「タコヤキ」「ヤキト
リ」「冷しラーメン」「居酒屋」「うな
ぎ蒲焼」など様々、多数。

アイ・ ディ・ エイ・ インターナショナル

三徳

『つな川』の斜向かいの『三徳』では、
衣料や履物等を販売。衣料としては日常
生活に着用のもののほか、作業衣や白衣
を販売しています。

フシキ

食品用の包装用品、紙コップ、トレーを販
売。その種類は実に多種多様。総菜屋や、
スーパーの食品売場で必須の包装用品は此処
で調達されるのかと得心。一般の人々も、団
体での春の花見、あるいは夏のキャンプに出
かける時に、此処で紙コップやポリエチレン
のトレーを調達すると便利です。

以上、関連棟出店の約８０店舗のうち９店、他
の店舗も紹介したいのですが、紙面の都合で今回
はここまで。関連棟で買物のあとは、３階の食堂
街で食事を楽しめ
ます。寿司、和
食、洋食、中華と
店が並んでいま
す。喫茶店もあ
り、美味しい珈琲
などで憩えます。

