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宮前区文化協会会長賞

宮前区観光協会会長賞

川崎市公園緑地協会賞

ふるさとみやまえ賞
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土橋神社のなげもち（土橋神社） H25.10
白井 征夫
秋季祭礼の投げ餅をゲットしようとしている所を“ハイパチリ”

夏祭りに集う（けやき平　向ヶ丘公園） H25.7
渡辺 邦光
グリーンハイツ夏祭りは住民達の手作りで有名である。今年も関係者の
努力で盛大な祭りになった。高齢化が進む中、若者が多く集まり見事な演技
を披露、祭りを盛り上げた。

区の花「コスモス」（菅生４丁目） H24.10
中村 米蔵
区の花に選ばれたコスモスです。写真は平瀬川上流に毎年きれいに咲く
コスモスの花の中を散策中、ハトが訪れ足湯ならず、足水、、、？

禰宜舞の合間（白幡八幡大神） H25.7
辻 敬一
白幡八幡大神の夏祭りや例大祭に奉納される川崎市重要習俗技芸に指定
されている禰宜舞の合間に演舞される平囃子（たいらはやし）に見入る
子供たちの様子が新鮮です。
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祭神輿（菅生神社） H25.10　丸山 幸一
年々盛大となる秋まつりの一場面神輿の宮入りを、参集した観衆と担ぎ手が一体となる時、先導者が担ぎ手と
息を合わせるこの一瞬は皆さん真剣そのものです。

審査委員長特別賞 95

宮前一のビュウーポイント
（初瀬橋（平瀬側）） H25.12

藤澤 和
平瀬川は天才的な川である。それは河川断面を行政が三面張りにしないで
二面張りにしてくれたおかげ。川底の床盤を残し、底盤の岩質は貢岩で、
（砥石と同じ岩質）、硬からず軟らかすぎず、適度な岩質のため、河川勾配
約1/150の流れ下る水流に削られ、写真の様な凹凸が誕生した。千葉の
養老渓谷と同じような風景で、宮前の養老渓谷である。これに護岸の春に
咲く若木のソメイヨシノが加われば錦上に花をそえ、川崎一の絶景となる。
今後地域住民がさらに、一致団結して、水質がもう一歩よくすれば、川崎
市らしからぬ稀有な存在となり、郷土の誇りともなる。ふるさとの夢の川
の誕生だ。

優秀賞 100

まちづくり活動賞

カフェみやまえ（宮前市民館） H25.8
ロビカフェ委員会
カフェみやまえを宮前市民館ロビーで月２回開いています。なんと宮前
兄妹も出没、励ましに駆けつけてくれました。

101
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優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

お手伝い（飛森谷戸） H25.11
白井 志津子
飛森谷戸で稲刈りが行われ孫達は束ねた稲を運ぶ手伝いを楽しみました。

がんばれ！～坂道で強く育つ宮前っ子～
（土橋２丁目） H24.4

千葉 晋也
夕暮れ時に自転車で坂を上る親子の風景。自転車から降りて押している
子に気づいて振り返る母。心の中で「がんばれ！」とつぶやいた１枚です。
坂の町宮前ならではの風景ですね。

ススキ原（菅生緑地・水沢の森） H25.10
黒沢 一之
水沢の森・西地区のススキ原。これだけの広い、みごとなススキ原は、
川崎市全区をみても無いと思う。大勢のこども達に、カクレンボ等を体験
してほしい。

落ちないように渡ってネ
（地域子育て支援センターすがお） H25.11

すがお手つなぎまつり実行委員会
地域のクラウン芸を学ぶ講座から派生した「クラウングループ」「すがお手
つなぎまつり」の中で大道芸を披露。子どもは勿論、大人からも拍手喝采。

平瀬川七夕サミット　川の清掃と観察
（平瀬川） H25.7

松井 隆一
毎年7月第1日曜日は平瀬川七夕サミット、第1部は流域6会場で自治会を
中心に諸団体で川の掃除と観察。蔵敷地区では菅生中学校の生徒も参加、
普段入ることのない川のなか、あゆや小魚がいっぱいいて、感動！
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さくら祭りの日
（宮崎台駅前バスターミナル） H25.4

立石 誠治
祭りの日に可愛い女の子が一人ボッチでキャラクター
の真ん前でさくら祭りを楽しんでおりました。

優秀賞 103

阿弥陀堂（影向寺） H25.12
石井 芙美子
総ケヤキ造りの木造建築の優れたいらかの曲線に見
入ってしまいました。十三重のバックに、まだイチョウ
の黄色が残っていて…。

優秀賞 104
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宮前区観光協会会長賞

川崎市公園緑地協会賞

ふるさとみやまえ賞

まちづくり活動賞
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太鼓ミーティング（宮前区役所広場） H26.8
大堀 啓子
夕方から各グループの太鼓の演奏が次々行われ、力強く叩く演奏者と大きな
音に圧倒された。

「青葉の会」と三毛猫（等覚院） H26.11
小松 志保里
等覚院はお寺の境内の自然がとても美しく手入れされています。お寺の
方々に加え、ボランティアの「青葉の会」の皆さんが定期的に集まって力仕
事をされているからです。作業が終わると皆でお昼を食べるのが楽しみ。そ
こへ等覚院のアイドルの三毛猫も必ず参加します。「青葉の会」の皆さんが
等覚院の土地、神木本町の神木の大木をバックに、食事のおすそわけを欲し
がる三毛猫へ注目する瞬間を撮りました。等覚院の美しい大自然と、そこへ
集まる人々のあたたかさと猫への思いやりが伝われば嬉しいです。

おまえも仕事しろよ！
（東名川崎インター前花壇） H26.6

土橋園芸クラブ
東名インターチェンジ前の花壇の花植え。子どもも大人も集い皆んなで
花を植えました。フロンタ君も馳せ参じたものの？

ぼくは「ぶうさん」（アリーノ） H25.7
島田 邦彦
ボランティアの人たちが読み聞かせ会を開いていました。こんな子供たち
が大きくなったら日本はきっと素敵な国になることでしょう。
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優秀賞

農作業（野川） H26.8
那須 勇
此の場所は南野川の稲荷坂と言う急勾配の道路ですので、畑も段々畑に
なっていますから農家の方も大変だと思います。
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9第 回 入賞作品（平成26年度）

笑顔・笑顔・笑顔（土橋神社） H26.10　阿部 博昭
土橋神社の例大祭での投げもちの光景です。皆さんの笑顔が印象的でした。

審査委員長特別賞 109

民俗芸能、禰宜舞
（白幡八幡大神） H26.9

三橋 俊夫
静かに舞う「猿田彦命」の立姿、鼓の単調な響きが
かもしだす神秘的な静寂が疲れた心を癒してくれま
した．伝統芸能の素晴らしさに感銘を受けました。

宮前区文化協会会長賞 110
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優秀賞

優秀賞

優秀賞

優秀賞

37

とんもり谷戸の田植え風景（飛森谷戸） H26.6
飛森谷戸の自然を守る会
生田緑地の宮前区側、里山の田んぼを復元し守るボランティア、地元子ども
会と共に。水と緑、農あるまちを守りたい。

宮前区　子どもたちの秋（菅生緑地） H26.11
宮本 かの
秋の日差しが心地よい日に仲の良いお友達と葉っぱ遊び、四季折々の景観
を持つ菅生緑地をこれからも大切にしたいと思います。

平瀬川親水広場で遊ぶ（蔵敷親水広場） H26.4
本郷 一雄
遊べる水辺が少なくなった昨今、こんなに多くの子どもたちが水辺で楽しく
遊ぶ風景はめったに見られない。

大収穫（水沢の森） H26.4
NPOあかい屋根
水沢の森のタケノコ掘りイベントに参加。大きいものから小さいものまで
大小２００個以上収穫で大満足。

119

優秀賞

一日の始まり（鷺沼北公園） H25.12
小野 玲子
高台にある鷺沼北公園は、区内はもちろん、東京方面の見晴らしがすばら
しいです。さあ、今日も一日が始まります。
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優秀賞

無病息災（馬絹神社） H24.1
宮地 美代子
毎年恒例のどんど焼きです。無病息災を願った大きなダルマさんがその役目
を終えようとしています。
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雪掻き
（平小学校通学路付近） H26.2

西田 良夫
今年は2月8日と2月14日（バレンタインデー）の
２回も大雪が降った。御近所総出で雪掻きです。

優秀賞 117
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宮前区観光協会会長賞

39

パパと一緒に（グリーンハイツ中央公園） H27.7
渡辺 邦光
グリーンハイツの夏祭りに今年も老若男女が集い、夏の一時を楽しんでい
る。可愛い親子連れを見付け撮らせてもらう。親子で夏祭りを楽しんでいる
姿に感動した。

125トカイナカ（平４丁目付近） H27.10
秋元 和人
昔は当たり前の景色でしたが、今は貴重な景色です。
都会であって田舎も残る、トカイナカ…宮前区の魅力
のひとつです。

宮前区文化協会会長賞 124

栗拾い（水沢の森（菅生緑地西地区））
H27.9

水野 憲一
2001年ここが公園になる前からあった柿や栗の木
を大切に守り、毎年こどもたちと栗拾いのイベントを
しています。大都会の真中の里の秋です。

川崎市公園緑地協会賞 126

心踊る（等覚院） H27.4　小松 志保里
一面燃えるように咲く真っ赤なつつじを目の前に心踊ったのか石から石へとジャンプし始めた女の子。舞うような姿から大
自然と人間の躍動が伝わります。

審査委員長特別賞 123
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まちづくり活動賞

たのしい田植体験（東高根森林公園） H27.5
山本 一夫
宮前区でも田んぼが少なくなりあまり体験出来ないので良いと思います。

127

ふるさとみやまえ賞

援農ボランティア（小台2丁目） H27.10
みやまえ農の応援隊
宮前平駅から徒歩2分位のところにある安藤農園。今年もキーウィーの収
穫体験に近隣の小学生がやってきた。見守るのは農のシニアボランティア
です。

128

優秀賞

梵天山からの街並み（梵天山（鷺沼北公園）） H27.12
小澤 久生
宮前区の「鎌倉古道を歩く」に参加しました。梵天山からの景色が素晴らし
いので撮りました。中平先生はじめスタッフの方々にお礼申し上げます。
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　初回の写真展は、区役所周辺の写真が多くありま

したが、回を重ねるごとに撮影スポットも徐々に広範

囲に広がってきて、宮前区にはこんなすてきなとこ

ろがたくさんあるということを、区民の皆さん、宮前

区へ来られる方に紹介できることに喜びを感じてい

ます。

　変わりゆく宮前区の良いところを記録に残して、

「知ってほしい、わたしの好きな宮前区」が、今後も

継続できるよう皆さんで盛り上げていきましょう。

宮前区まちづくり協議会フォトコンテスト委員会

丸山　幸一

ココ ララ ムム
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優秀賞

秘密の花園（東高根森林公園） H27.6
野村 高康
色とりどりのあじさいが楽しめる事でも有名な東高根森林公園の中でも、
ここはあじさいと公園の広大さが一緒に味わえるとっておきの場所です。

130

優秀賞

お散歩中の公園で
おばあちゃんと犬と子どもたちのふれあい
（宮前平第４公園（アベリア公園）） H27.10

親子学級「おひさま」２０１５
市民館で活動している親子学級の外保育。リュックにおにぎり、着替えを詰
めて、市民館から近くの公園まで歩きます。たっぷり外遊びと、まちの人と
の交流。
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四丁目の夕日（平4丁目） H26.1
宮地 美代子
いまでも残る昭和の風景。宮前区の貴重な財産です。
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五穀豊穣を願う（白幡八幡大神） H27.3
辻 敬一
初卯祭では的を作って射術の式も行われます。その年に選ばれた子供以
外の子供も射手として介添えの助けを借りて的を目掛けます。
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優秀賞

光のカーテン（菅生神社） H27.10
中川 芳夫
踊り手も光りを見上げる様な瞬間が美しく感じる祭りがこの町にはあり
ます。
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かいぼり（水沢の森（西地区）） H27.2
坪谷 久男
水沢の森の水場。どろだらけになりながら、池の大掃除。小さな池でも、
いろいろな生物が住んでいました。

136優秀賞

落ち葉かき（南野川ふれあいの森） H27.2
野川 はあも
南野川ふれあいの森をいろいろな野草の花が咲く森として維持するため
に落ち葉かきは欠かせません。子どもたちも大人と一緒になって汗を流し
ました。
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