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●祝橘樹官衙遺跡群　国史跡指定へ

国史跡指定プレイベント

影向寺本堂影向寺本堂

2つの新コースが完成！！2つの新コースが完成！！
『歴史ガイドまち歩き』『歴史ガイドまち歩き』

新年、明けましておめでとうございます。皆さまにとって良い1年になりますように。今年もよろしくお願いします。

日本地名研究所・市教育委員会地名資料室監修  

　宮前区の東南にある「野川」は、東側の台地
下を流れる矢上川と、横浜市境を流れる有馬
川とに挟まれた、台地と川沿いの低地から成
る地域です。「野の中を流れる川」は、まさに
この地にふさわしい地名といえましょう。
　台地上には、縄文時代の遺跡や弥生時代の
大規模な集落跡が見つかっており、古くから人間が生活してきた地域だと
いうことが分かります。野川の東端には、古代の武蔵国橘樹郡の郡寺だっ
たと推定される古

こ

刹
さつ

影向寺があり、高津区千年の正倉跡とともに、3月ご
ろ、「橘樹官衙遺跡群」として国史跡に指定されることになりました。御本
尊の薬師如来像と脇侍の日光月光菩薩像は平安後期の作とされ、国の重要
文化財に指定されています。また、十二神将像の頭部内に残された16世紀
の墨書銘には「武州野河郷」と記されていて、これが「野川」の地名の初出で
す。この機会に古代の川崎の中心として栄えた遺跡群を訪れてみませんか。
区役所企画課☎856-3133、 856-3119

第第77話話 「 「野川野川（のがわ）（のがわ）」」

　二つの区に同じ町名があるって本当で
すか。本当ですとも。「野川」という町名は、宮前区と高津区の両方にあり
ます。昭和57年に高津区から宮前区が分区した際に、第三京浜道路の西側
と影向寺、野川神明社一帯を宮前区とし、それ以外の道路の東側を高津区
としたため、「野川」が両区に存在することに
なったのです。

日時　1月21日（水）12時5分～12時45分
場所　区役所2階ロビー
出演　三浦可栄（箏）、中しまりん（箏）、
　　　櫻井咲山（尺八）
曲目　さくら、六段の調べ他
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

みやまえロビーコンサート第253回

塔の心礎石として使用されたとさ
れる影向寺の影向石。くぼみの水
は乾くことがなく、眼病に効くと
いう伝説も

＊日本の心、日本の調べに心をうるませて＊

三浦可栄 中しまりん 櫻井咲山

　「知ってほしい風景」「ま
ちづくり活動」をテーマに
撮影された写真が並びま
す。美しい宮前区を写し
た作品をご覧ください。
日時　2月13日（金）～18日
（水）10時～17時（ただし2月
16日（月）を除く）
場所　宮前市民館 2階
ギャラリー
区役所地域振興課☎

856-3125、 856-3280

　より住みよいコミュニティーにするため、区民みんなでまちづくり
を考える「まちづくり広場・♥

ラブ

みやまえ」を、宮前区まちづくり協議会と
ともに開催します。

　市民活動団体の活動紹介や成果発表、体験
コーナーなどを行う「宮前楽市」には、環境・
福祉・音楽などさまざまな分野の約40団体が
参加します。ステージでの発表や実演の他、
地域の食材を使ったランチ（有料）、宮前産野
菜の販売、スタンプラリーなど、誰でも楽し
める内容が盛りだくさんです。
日時　2月14日（土）10時～15時半
場所　宮前市民館
区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280

　これまでの調査・研究や経過の報告、講演を行います。誰でも参
加できますので、会場へ直接お越しください。
日時　1月24日（土）10時～12時
場所　橘小学校たちばなアリーナ（高津区千年1024）
記念講演　「橘樹官衙遺跡群からみた日本の古代国家」 講師：佐藤信
（東京大学大学院教授）
その他　小学生による学習成果発表（橘小学校）、中学生による吹奏
楽（野川中学校）など。希望者は、イベント終了後、橘樹郡衙跡・影
向寺での現地見学会（雨天中止）にも参加できます
教育委員会文化財課☎200-3306、 200-3756

　橘
たち

樹
ばな

官
かん

衙
が

遺跡群が3月ごろに国史跡に指定され
ることになりました。橘樹官衙遺跡群は、古代武
蔵国橘樹郡の役所跡である「橘樹郡

ぐん

衙
が

跡」（高津区
千年）とその西側に隣接する寺院跡である「影向寺
遺跡」（宮前区野川）から構成されます。影向寺遺
跡は、現在の影向寺境内が中心となっています。

第第99回回  フォトコンテスト展示会フォトコンテスト展示会

“まちづくり広場・“まちづくり広場・♥♥みやまえ”を開催みやまえ”を開催

さまざまな活動をする人
と交流し、新たな出会い
や発見をしてみませんか

歴史にふれあうまち
　宮前区には緑・自然だけではなく、歴史・文化の魅力もたくさんあります。　宮前区には緑・自然だけではなく、歴史・文化の魅力もたくさんあります。
いにしえのまちに思いをはせてみませんか。いにしえのまちに思いをはせてみませんか。

　区の歴史地図・歴史年表などからなる『宮前歴史　区の歴史地図・歴史年表などからなる『宮前歴史
ガイド』とともに、まち歩きに最適なのが『宮前区ガイド』とともに、まち歩きに最適なのが『宮前区
歴史ガイドまち歩き』。各地区の散策ルートを紹歴史ガイドまち歩き』。各地区の散策ルートを紹
介しています。これまでの「土橋」「馬絹」「菅生」「野介しています。これまでの「土橋」「馬絹」「菅生」「野
川」「有馬」の川」「有馬」の55コースに加え、新たに「平」「長尾」コースに加え、新たに「平」「長尾」
を追加しました（写真）。いずれも区役所などで配を追加しました（写真）。いずれも区役所などで配
布しています。今後「大山街道」「南の横大道」「王布しています。今後「大山街道」「南の横大道」「王
禅寺道」コースを発行します。まちを歩いて、新禅寺道」コースを発行します。まちを歩いて、新
たな魅力を発見してみましょう。たな魅力を発見してみましょう。
区役所地域振興課☎856-3125、区役所地域振興課☎856-3125、 856-3280856-3280

第8回審査委員長特別賞「祭神輿」（撮影：丸山幸一）

見晴らし坂から見た富士山見晴らし坂から見た富士山



ここから宮前区版ですここから宮前区版ですここから宮前区版です

菅生分館
〒216-0015 宮前区菅生5-4-11
☎977-4781、 976-3450

▼すがお学びのサロン・簡単英語
で脳活ゲーム

　英語で楽しく健康づくり。2月
18日、3月4日の水曜、13時～15時、
全2回。菅生分館で。20人。資料
代200円。 1月15日13時から直
接か電話で。［先着順］

宮前図書館
〒216-0006 宮前区宮前平2-20-4
☎888-3918、 888-5740

▼大人が楽しむおはなし会
　1月29日（木）10時半～12時。宮前
市民館和室で。会場へ直接。
▼冬のおはなし会
　人形劇、おはなしなど。1月28
日（水）❶14時～❷15時～。宮前市
民館視聴覚室で。3歳以上の子ど
もと保護者25組。 1月14日から
直接（整理券を配布）。［先着順］

宮前老人福祉センター
（宮前いきいきセンター）

〒216-0033 宮前区宮崎2-12-29
☎877-9030、 877-9232

▼身体と仲良くなる運動講座
　自宅でできる運動を学びます。
2月12日、26日、3月5日、19日
の木曜、9時半～11時半、全4回。
同センターで。60歳以上で全回出
席できる25人。資料代40円。 1
月22日までに82円切手を持参し、
本人が直接。［抽選］

市民プラザ
〒213-0014 高津区新作1-19-1
☎888-3131、 888-3138

▼プラザクラシックコンサート
冬～フランスに寄せる風～

　2月26日（木）14時～（開場13時
半）。市民プラザふるさと劇場で。
489人。1,000円。出演：松本裕香（バ
イオリン）、榊原紀保子（ピアノ）。
チケット販売中。直接か電話で。

［先着順］。※当日券あり

宮前消防署
〒216-0006 宮前区宮前平2-20-4
☎852-0119、 862-2795

▼普通救命講習会
　心肺蘇生法や自動体外式除細動
器（AED）の取り扱い方法を学びま
す。2月8日（日）9時～12時。宮前
消防署で。30人。 1月20日か
ら直接か電話で。［先着順］

区役所地域保健福祉課
☎各担当へ、 856-3237

▼「区保健福祉のまちづくり推進
会議」委員募集

　区地域福祉計画の推進のために
設置されている会議です。任期は
4月1日～29年3月31日。年に1回
程度、平日に会議を開催。区内に
1年以上在住・在勤・在学で20歳以
上の2人（委員定数20人）。市職員
と市付属機関の委員は応募できま
せん。詳細は区役所などで配布中
のチラシをご覧ください。 1
月30日（必着）までに区役所など
で配布中の申込書を記入し「地域
での支えあいのために、私（たち）
ができること」をテーマとした小
論文（800字程度、書式自由）を添
えて直接か郵送で〒216-8570宮前区
役所地域保健福祉課☎856-3253。
［選考］
▼こころポカポカ講座～元気な
こころとカラダのためにでき
ること

　自分、家族、近所のことなど頑
張りすぎていませんか。少し立ち
止まって自分を見つめ直す機会も
大切です。2月6日（金）10時～11時
半。区役所保健福祉センターで。
65歳以上の40人。講師：山中達也
（山梨県立大学准教授）。飲み物（ふ
た付き容器）、筆記用具を持参。

1月16日9時から電話かFAX
で☎856-3263。［先着順］
▼認知症介護者教室「プロから学
ぶ認知症の介護のコツ」

　家族が認知症かもしれない、認
知症の対応に困っている、介護に
疲れたなど悩んでいませんか。専
門家がアドバイスします。2月6

日（金）13時半～15時半。区役所保
健福祉センターで。認知症の家族
の介護に携わる20人。講師：平田
祐子（介護老人保健施設都筑ハー
トフルステーション療養支援部
長）。 1月15日9時から電話か
FAXで☎856-3263。［先着順］
区役所地域振興課

☎各担当へ、 856-3280

▼「響け！みやまえ太鼓ミーティ
ング」出演団体・実行委員募集

　8月に開催する「第17回響け！
みやまえ太鼓ミーティング」の出
演団体と企画・運営に関わる実行
委員を募集。❶出演団体：区内を
中心に活動する太鼓の13団体。※
1人以上の実行委員の推薦が必
要。❷実行委員：30人。月1～2回、
夜に会議を実施。第1回は3月13
日（金）18時半～20時半。 2月20
日（必着）までに必要事項と「太鼓
ミーティング出演団体か実行委員
希望」、団体名を記入し直接、郵送、
FAXで〒216-8570宮前区役所地域振
興課☎856-3125。［選考］。※書式
自由
▼宮前区ジュニアフットサル大
会出場チーム募集

　3月7日（土）9時15分～13時。フ
ロンタウンさぎぬまで。区内在住
の小学5、6年生の15チーム。
1月15日から直接か電話で☎

856-3177。［先着順］
▼冬季坂道ウオーキング教室
　足腰の負担を軽減する坂道歩き
の基礎と毎日の健康づくり。1月
16日～3月27日の金曜、13時～14
時10分。フロンタウンさぎぬま
で。各回25人。600円。 初回
は1月9日13時から、2回目以降
は開催1週間前の金曜13時から直
接か電話でフロンタウンさぎぬま
☎854-0210、 862-5030。［先着順］

宮前スポーツセンター
〒216-0011 宮前区犬蔵1-10-3
☎976-6350、 976-6358
http://miyamae-sc.jp

▼テーピング講習会
　けが予防・応急処置・再発防止の
方法を学びませんか。2月7日（土）
13時半～15時半。同センターで。
高校生以上、40人。1,000円（テー
プ代含む）。筆記用具・はさみを持
参。講師：岩﨑由純（アスレチック
トレーナー）。 1月15日から直
接か電話で。［先着順］

宮前市民館
〒216-0006 宮前区宮前平2-20-4
☎888-3911、 856-1436

▼「みやまえ文化講座」
❶唄と踊り…2月6日、13日の金
曜、13時～15時半。各日20人。1,000
円。浴衣かたもとのある物を持参
（貸し出しあり）。❷茶道…2月24
日、3月3日の火曜、13時～15時。
各日20人。500円。扇子、白ソックス、
ふくさ持参。❸クレイアート…2
月26日（木）、3月4日（水）、13時～17時、
全2回。10人。1,000円。2回で1作
品制作。持ち帰り用の袋、発泡ス
チロールトレイ2～3枚、ラジオペ
ンチ持参。❹華道…3月4日、11
日の水曜、13時～15時。各日10人。
1,000円。持ち帰り用の袋、花ば
さみ持参。いずれも宮前市民館
で。区役所2階ロビーに見本を展
示中。詳細はお問い合わせくださ
い。 1月22日（必着）までに往復
ハガキに講座名も記入し〒216-0006
宮前区宮前平2-20-4宮前区文化協
会☎888-3911、 856-1436。［抽選］
▼アリーノ運営協議会委員募集
　有馬・野川生涯学習支援施設（ア
リーノ）の市民活動支援事業や運
営管理などの課題を協議。任期は
5月～29年4月。会議は年3回程
度、平日に開催。区内在住・在勤
で18歳以上の2人（委員定数8人）。

3月13日（必着）までに必要事
項と性別、生年月日、職業、主な
経歴、応募理由、ボランティアな
どの活動歴を記入したものと作文
「私とアリーノ～アリーノの活用
術」（800字程度）を直接か郵送で
〒216-0006宮前区宮前平2-20-4宮前
市民館☎888-3911、 856-1436。
［選考］。※書式自由

日程 時間
（受付時間） 対象 内容・費用他

39
歳
ま
で
の

健
診
・
保
健
指
導

検査日
2月9日（月）

（9時～
9時半）

健診機会が
なく、3月
31日までに
18～39歳に
なる30人

血液検査、尿検査、
血圧・腹囲測定な
ど。1,650円
※希望者には骨密
度測定を行います

1月16日から
電話かFAXで
☎856-3254
［先着順］

結果説明日
2月23日（月）

（8時45分
～9時）

1
歳
児

歯
科
健
診

2月4日（水）
（9時15分
～9時45
分）

1歳3カ月未
満の乳幼児
30人

歯科健診・歯科相談
1月20日から
電話かFAXで
☎856-3264
［先着順］

保健福祉センターの健診・検診案内 地域保健福祉課 856-3237
※電話予約は9時から受け付けます

　総合型地域スポーツクラブは、地域の人が自主的・主体的に運営する、
身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいクラブです。区内で２
つ目の総合型地域スポーツクラブとなる犬蔵・宮前平・向丘中学校区を拠点
とする「ファンズスポーツクラブ宮前」が設立されました。

　年会費は、中学生以下4,000円、高校生以上5,000円（スポーツ安全保険料
含む）。会員になると各種目の参加が原則無料。詳細はファンズスポーツ
クラブ宮前☎070-6401-9223、 postmaster@funssports.comに問い合わせる
かホームページ www.funssports.comをご覧ください。
区役所地域振興課☎856-3177、 856-3280

対象 種目・プログラム名 開催状況 主な会場

キ
ッ
ズ

宮前スポーツスクール
（走り方教室など多種目）月1回 市消防総合訓練所他

アクティブキッズプロ
ジェクト（幼児対象の
運動プログラム）

月2回 クラブハウス他

この他、キッズBMX、シーズンボール部、防犯スポーツ教室なども

成
人
・

シ
ニ
ア

ファントレ（健康教室） 第1・3火曜 クラブハウス他
この他、ノルディックウオーキング、リハトレ（障害者対象健康
教室）、家とカラダのメンテナンス講座なども

全
世
代

アンプティサッカー 不定期 市消防総合訓練所他
この他、自転車安全教室、バーベキューなども

「ファンズスポーツクラブ宮前」設立


