住んで良し、訪れて良しのまちづくり

渡辺寛美記者お勧めの店・スタッフは全員女性です。

パティスリー・デュ・ムートンルージュ
宮前区土橋3-2-6
TEL 044-857-1801

生チーズタルト・さぎぬまロールでおなじみのお
店です。ケーキにフォークを入れると中はナッツた
っぷり、ムース有りとどれも満足できる味、いくつ
でもたべられそう、幸せ・・・

ラ・フォンテーヌ
グリとグラの絵本にでてくるカステラが食べたい
と息子さんに言われたのがきっかけでお菓子作りの
道に入った店主の池澤さん。なんと、ケーキ屋さん
なのに旬の野菜中心の欧風家庭料理のランチもやっ
てます（要予約）。
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宮前区野川3017
TEL 044-755-7828

人が好き
緑が好き
まちが好き
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取材記者がまちで出会った
投稿大募集
季節の野菜、果物がメルヘンチックにかわ
いくデコレーションされています。どれにし
ようかナ～。大きく切ってあるくだもののコ
ーンポートとタルト生地
のサクサク感がクセにな
りそう。
特典
１２月、１月の期間限定で２０００円以上お買
上げのお客様には「宮前の風みたよ」で４２０
円のクッキーを１袋プレゼントします。

タルト・ オ・ ジュール

宮前区観光協会

応募用紙
ホームページ
地域振興課
配布中

コース料理です。（２２００円）
①プチシューのつめ物２種（マヨネーズ風味、サワクリームフルーツサラダ）
②おたのしみサラダ（かくし味で中にサプライズが入っている）
③季節のフルーツスープ（冬はりんご、夏はモモ・メロン）
④メインディッシュ（カ二パフ）
⑤ピクルス
⑥トマトのコアントロー風味
特典
⑦デザートの盛り合わせ、
１２月、１月の期間限定で２０００円以上お
コーヒー、紅茶の飲み物
買上げのお客様には「宮前の風みたよ」でお
好きなケーキを１個プレゼントします。

「宮前ダイコン」
宮前区では、冬場の農産物として昔から多くの農家で作ら
れているダイコン。家庭でも鍋物や漬け物として需要の高い
農産物の一つです。東有馬の鈴木晴夫さんは15年以上前からハ
ウスで青首ダイコンの生産を行い、市場や直売所へ卸してい
ます。お客さんからは「みずみずしくて、栄養価の高い葉も
美味しい」と好評。今年も約1万本のダイコンがすくすくと
育っており、1月から3月にかけて出荷されます。
鈴木さんのダイコンは宮前の風第6号で紹介した、パシオス
野川店となりの宮前直売グループ直売所で売られています。

①フランソワーズ（ふ～ちゃん）（５歳半）
②フレンチブルドッグ
③土橋
④ともちゃん
⑤こんな顔でフランソワーズです～

①チロル
②ヨークシャテリア
③有馬
④はるか
⑤今年も宜しく チロ！

①ペットの名前（年齢）
②ペットの種類
③お住まい
④飼い主のお名前（匿名、イニシャル）
⑤ひと言

①ハピ
②トイプードル
③小台
④A.M
⑤人が大好き、子供が大好き、
食べ物が大好きです。

JAセレサ川崎
http://www.jaceresa.or.jp

宮前

山茶花（さざんか）
花言葉「困難に打ち勝つ、ひたむきさ」
科属名 ツバキ科ツバキ属
公園内を走り回る元気なこども達の声
が響き、その傍らの植え込みには白、
赤、ピンクの花をつけたさざんかが、微
笑むように咲いている。（有馬6丁目）
撮影：青柳和美

・
・
・
・
・
・
・

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

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！！
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①てんてん（４歳）、ぼのぼの（４歳）
②不明
③有馬４丁目
④持田清二さん
⑤野菜農家の広いお屋敷で暮らしている
二人（？）は外に出たことがありませ
ん。まさに箱入り娘ですね。無芸大食で
す。
①ティティー（８歳）
②ボーダーコリー
③土橋
④Ｎ
⑤公園大好き

①右：パフくん 左：モカちゃん
②ミニチュアダックス
③土橋
④右：ゆかちゃん 左：ひろちゃん
①アイちゃん（14歳）、ピーチちゃん（5歳）
⑤仲良しの幼なじみ８歳です。
②ラブラドール（警察犬の血をひいている）
（セラピー犬の血をひいている）
③花のお寺、杉田玄白で有名な長安寺です。
④渋谷さん
⑤人を見分けることができます。寺の掃除をし
てくれる人、黒い服を着た人には絶対に吠えま
せん。番犬としての訓練をちゃんと受けてか
ら、この寺に来ました。
不審者と来訪者との見分けは先輩犬が後輩犬に
代々教えることになっています。（このことに
関しては人間は一切教えないそうです。）

宮前区のペット大集合 http://www.miyamae-kankou.net/pet

宮前区の歴史

韋駄天を祀り近年はランナーのパワースポット
１．神輿が来た

野川神明社
宮前区野川

2010年10月９日は日曜日、小春日和の穏やかな午前、11時頃に俄かに窓の外が騒がしくなった。
窓辺に寄る。ここ二階から眼下に見えるスーパーマーケットの専用駐車場に大勢の老若男女が犇
めきあい、神輿の姿も見える。

例年、神輿の御旅所になる駐車場には、担ぎ手と同行者のほか
周辺の住民の笑顔々々で溢れ返っていた。大人神輿と子供神輿の
２基があった。御旅所で40分
ほど休憩後、子供神輿はここ
で折り返して野川神明社に返
り、大人神輿はさらに先に進
み、町内を巡る。大人神輿が
進む道の両側にはマンション
や新築の一戸建て住宅が建て
込む。18年前に当地へ引っ越
してきた頃の私の週末の散
子供神輿の出発
歩ルートで、春は梅林の花
の香に酔い、夏から秋にかけては野菜や梨畑の実りに目を楽しま
せたものだった。何年ぶりかに歩き、街並みの変化に驚かせられ
たが、少子化が謳われて久しい近年の日本において当地宮前区で
は過去5年間に１万人の人口増、その実態の一端を目の当たりに
する思いだった。
２．演芸の奉納と神輿の宮入り
午後3時過ぎに野川神明社に出掛けた。普段の境内は森閑とし
ているが、例大祭の前日の宵
宮祭から、参道には20店以上
露店が並んで様相を一変。参
道は老若男女の参拝者で隙間
もなく混雑。参道を進んで手
水舎の前で左折して進み、階
段を上がって本殿前の広場に
出る。本殿左の神楽殿では、
地元の有志による演歌・歌謡
賑わう参道
曲の喉自慢、また創作日本舞
踊が披露される。神楽殿前に
は70席ほどの椅子が設えられ、
高齢者も楽しそうに観賞、本
殿にお参り後の参拝者も歌や
踊りを見聞きして飽きない様
子だ。
歌と舞踊のあと和楽会によ
る勇壮な創作和太鼓が奉納さ
れた。神楽殿の幔幕に刺繍さ
和太鼓演奏
れた稲穂模様を背景に演奏の
和太鼓は、さながら秋の実りを祝い、かつて当地が田園地帯で
あったことを髣髴とさせた。

午後5時に町内を巡幸して
きた神輿が宮入りをし還御祭
を斎行した。
３．ランナーのパワースポット
11月13日に訪ねた野川神明
社には七五三を祝う親子連れ
の姿があった。
野川神明社のように韋駄天
野川神明社本殿
を尊神とし神職が常勤してい
る神社は日本全国でも極めて希少。
『新編武蔵風土記稿巻百三十村村里部、橘樹郡稲毛領上野川村、
下野川村の条に《韋駄天社、
村の艮（うしとら）の方にあ
り、上野川の内なり、内陣二
間半四方拝殿四間に三間、南
向なり、前に木の鳥居を建つ、
総村の鎮守にて礼祭は年々九
月二十三日、神具供免、畑一
町余、見捨地あり》とあ
る。』
韋駄天を韋駄天尊神として奉 七五三の宮詣でに獅子がお出迎え
斎する野川神明社は、近年とみに盛んになった市民マラソンの選
手、陸上競技選手、自転車競技選手等が篤い信仰を寄せるパワー
スポット。境内にはロード
バイク用の駐輪場を完備。
尻手黒川通りで競技用ヘル
メット着用の自転車競技選
手を時々見掛けるが、野川
神明社を目指していたのだ
と常勤神職のお話で謎が解
けた。奉納される絵馬には
韋駄天が描かれ、マラソン
韋駄天尊神の絵馬
の完走祈願、陸上競技の勝
利祈願が目立つ。
野川神明社は、氏子、崇敬者の敬神の念篤く、正月初詣でには
参拝者の長蛇の列ができる。本殿においては年明け直後の午前零
時15分、1時、2時に新春一番特別祈祷を斎行しており、希望者は
昇殿して厄除祈願等ができる。大晦日から元旦午前2時までお神
酒や甘酒がふるまわれる。
（坪井喬記）

青空が広がり暖かな日差しを受けて
地元の秋を楽しもうと、有馬・ 野川エ
①
リアに位置する市境東コース（宮前区
鷺沼公園
お散歩コース
ガイドブック掲載）の散策に出かけた。
②
③
みかん園
東急田園都市線鷺沼駅前を起点に川
墓地
崎市と横浜市の境を尾根伝いに南野川
横浜水道局
牛久保配水池
④
の稲荷坂を終点とする約４，５㎞の距
約4.6km
有馬ふるさと公園
鷺沼駅
スタート
離のコースです。桜並木の続く駅前か
テニスコート
ら鷺沼公園までは、赤く染まった葉が、
⑤
有馬梅林公園
陽に照らされて浮かび上がり春の景色と違った感動が湧いた。公園脇の舗装
された境道は平坦できれいに整備されて、歩き易い。公園内では、落ち葉の
影取大蛇の標示板
なかで遊ぶ何組もの家族の姿を見て
微笑ましく思えた。国道２４６号を
⑥
有馬やまもも公園
横断して有馬しいのき公園を左に見
ながら坂道を登る。ミカン畑や都筑
区の造園業者の広大な敷地では手入
れされた木々が秋空に映えていた。
この辺りから高台なので眺めが良く、
梅林
センター北の観覧車など町並みが見
⑦
える。暫くはその周辺を歩いてみた。
①落ち葉のジュウタンは色鮮やか！
有馬小学校
民家の前に来ると、木に掛けた看板
有馬大塚
たぬき公園
『珈琲 沙羅』が目に入り、テレビ
朝日の「ちい散歩」でテレビ取材が
③コーヒーを飲みながら
あった旨の表示があった。チョツト
ゴール
地元話で楽しいひと時。
ひと休みと、コーヒーを注文して
オーナー、居合わせた常連のお客さんと暫くは地元の話で楽しい時間を過ごした。右に横
浜市の町並み、左にはたくさんの木々が、訪れた晩秋を楽しむかの様に色鮮やかな衣装を
まとう景観は本当に綺麗な眺めです。歩いていると所々に広がる野菜畑その向こうには、
②思わず綺麗！と感動しきり。
広がる町並みが一望できる。有馬には大きな池に大蛇が住んでいたと言う「影取谷戸の伝
説」があり、有馬梅林公園かどに影取大蛇の表示板があり解説している。有馬変電所を通
過して間もなく竹林や生産緑地が広がり、目の前は植木供養祭でも知られている長善寺や
有馬の町並みが眺められる。木々の葉が一層その景観に印象深く映る。公園内にキノコの
形をした建物があるたぬき公園前を過ぎて下り坂を下ると打越交差点に出てゴールの稲荷
坂。道路の脇には、風に揺られたススキの穂が陽に反射してキラキラと光っていた。鷺沼
駅前を１２時に出発して約３時間、景色を見ながら野鳥の鳴き声を聞いたり見たりして
「宮前の秋」をのんびりと歩きながら満喫した楽しい時間でした。「自然」「人」の触れ
合いを肌で感じた貴重な散策となりました。
（青柳和美記）

市境東コース

④黄葉した木々は暫く続いて別世界の様だ。

⑤畑には川崎育ちの新鮮野菜が一面に広がる。

⑥道路脇の畑で見つけたお花は解説板付き。

⑦高台から眺める有馬の町並み。

■イベント経過報告■
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
なお、会員様におかれましては、宮前区内特約店（７店）にて
団体会員１口 5,000円
お買い物の際は、各種サ－ビスを受けることができます。
法人会員１口 10,000円
申し込み先：宮前区役所地域振興課
電話044（856）3135 FAX 044（856）3119

大山山頂へ一歩一歩前進！
観光協会主催 ウォークイベント「大山街道を歩く」
今年度の協会目玉事業「大山街道を歩く」。東京・ 赤坂御門から大山山頂まで、全行
程約８２ｋｍを８回に分けてホントに歩くというこの企画。定員２５人のところ、２７
人もの方々にお申込みをいただき、９月２８日にスタート。１０月２６日の用賀～鷺沼
間には、ラジオ局・ 地域情報紙などの取材を受け、各種メディアで宮前区の魅力を発信
しました。これから、３月に予定の大山山頂のゴールまで、月に１回のペースで一歩一
大山街道ふるさと館（高津区）集合写真
歩あゆみを進めていきます。ぜひ、皆さんも応援してください。

