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「「「「江川せせらぎ遊歩道――――快適利用」」」」のののの
市長へのお願願願願いいいい
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江川せせらぎ遊歩道
「「「「安全利用にににに関関関関する警察署署署署への要請」」」」 について
森森森森とせせらぎ祭祭祭祭りりりり実行委員会
交通安全部 柴崎 秀夫
その他、井田橋跡、明津橋跡、中之橋跡、西
乃辺橋跡なども内容は違いますが、交通安全
の為の要請をしました。
当該要請に先立ち、署名を頂いております
沿線十町会には、結果が分かり次第ご報告し、
アンケートにご協力いただいた皆様には、遊
等でお知ら
歩道掲示板やネットニュース、 HP
せする予定です。
厳しい寒さも峠を越し、せせらぎ遊歩道の
一番気持ちの良い季節となりました。水辺で
はカルガモ親子の可愛らしい姿が見られるカ
モしれませんし、草花も一斉に咲き誇ります。
訪れる方が安心して散策できますよう、皆
さんとともに快適に利用できる遊歩道にして
いきたいと思っております。
皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
的に測定していくことが大切だと感じて
います。
みなさんと一緒に測ることで遊歩道を
散歩している方々との交流も深まり、放
射能の怖さを日々伝えていくことに繋が
ると思いました。また、測定運動として
実施できる機会が持つことができればい
いですね。

せせらぎを歩く母子

2012年 4月
発行者：平井資嘉寿

昨年の 「灯ろう流し」や 「森と
せせらぎ祭り」でのアンケート結
果を踏まえ、協議の上作成した要
せせらぎネット 副代表 松本浩次郎
望書を２月 日 （木）、中原・高
津両警察署長、交通課長、担当の
「江川せせらぎ遊歩道」が ②既存トイレの清潔維持、近隣店
交通部総務係にお渡しし、内容を
開設されてから、今年で 年 舗のトイレ利用の要請。
説明しました。両警察署とも大変
の年月が経ちました。 「江川 ③放置自転車、植木鉢の撤去と休
丁寧に対応してくれましたが、文
せせらぎ遊歩道」は地域の大
憩
イ
ス
の
設
置
。
④
水
際
の
腐
っ
た
柵
書だけでは分かりにくいところも
勢の人々から愛され、散歩に、の交換。⑤計画的な土の補充と、
ありますので、後日当団体・沿線
運動に、会話とふれ合いの場 枯れた草木の植え替え。
町会交通部そして警察署の三者で
に、お年寄りから子供たちま ⑥劣化した遊具の更新。を依頼。
現場を実際に視察し、改善できる
でが、日夜利用しております。せせらぎ利用者ののののモラルをををを高高高高めめめめ、、、、
ところから順次実施の予定です。
しかし、 年も経つと様々
をををを
守守守守
環
境
自
分
た
ち
で
る
た
め
に
内容の一例を挙げますと、①小
な問題が浮上してきましたの ①地元関係者やせせらぎネット担
関橋跡の横断歩道の塗り直し②速
で、昨年利用者の方々に 「ア 当者にせせらぎ指導員 （仮）の腕
度制限表示と色つきゾーン及び速
ンケート」を行い、市担当部 章を交付する。②モラル向上と諸
度抑制のデコボコの設置等です。
注意呼びかけの 「チラシ」配布を。
局、町会、学校関係者との
「せせらぎシンポジウム」を （配布に協力する）です。
行いました。
市議会開催中のため、副市長に
この過程で多くのご要望や は会えませんでしたが、秘書課長、
ご意見が寄せられ、それらを 公園管理課長、下水道管理課長さ
元に地元町会やせせらぎネッ んらが真摯に対応してくださり、
トで議論を重ね、 「快適利用 「出来る項目から実施」し、 「お
に関する川崎市長への要請」 願い全項目の実施予定」について
「安全利用に関する警察署長 も、３月末を目途に文書で回答す
への要請」としてまとめ、沿 る、との力強いご返事を頂きまし
線 町会 町会長の同意も得
た。
て、２月下旬に川崎市に提出

江川せせらぎで
放射線量のののの測定
をををを実施！！！！
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（ *）川崎市のののの目安値について
国は、放射性物質の除染支援を 「周
辺よりも毎時１マイクロシーベルト以
上高い場合」とし、環境省も重点調査
の目安として同０ ２.３マイクロシーベ
ルトと示した中で、川崎市は、除染対
応の目安毎時０ １.９マイクロシーベル
トを堅持することを 月 日に決めま
した。自治体の対応はさまざまで、豊
島区や埼玉県川口市が毎時０ ２.３マイ
クロシーベルト、練馬区も毎時０ ２.４
マイクロシーベルトと環境省の数値に
近いものです。横浜市は毎時０ ５.９マ
イクロシーベルトと高くなっています。
川崎市は測定する高さも地表５セン
チの値で対処する方針で、主流となっ
ている地表１メートルより厳しくして
います。従来基準よりも緩和しなかっ
たのは、多くの市民の 「不安をなくし
たい」という強い願いの反映だと思い
ます。
10

シンボルマーク

お役たつことができて良かったです。
歩きながら、植栽地や水辺、ベンチや遊
具の下など３１カ所を測定しました。ウォ
ーキングしている人たちや小さなお子さん
をもつママたちから 「この辺は大丈夫です
か」と声がかかります。心配で遊びをひか
えさせていたというママは 「これで安心で
す」と言って帰っていきました。
平井会長の畑は、毎時０．０４マイクロ
シーベルトと一番数値が低く一安心。全体
的には、平均して０．０４～０．１５マイ
クロシーベルトと市が目安値として対処す
べき数値にはいたりませんでしたが、継続
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しました。
何カ所か放射線量の測定をしま
「快適利用」に関する内容は したが、上流部の太陽第一幼稚
利用者がががが安全にににに利用できるよ 園脇から矢上川までの２．５㌔
うに
の行程を調査するのは初めてで
①自転車の乗り入れ禁止。
す。
②大型犬の連れ込み禁止、糞
また、この時期は江川せせら
尿の清掃・持ち帰り。③スピ ぎの清掃期間中で、中部下水道
ードジョギングは側道で。④ 事務所に掻き揚げたピット内の
鯉、カモ、鳩にエサをやらな 汚泥をバケツに残してもらい、
い。などを表示し、協力依頼 汚泥の放射線量の測定も行うこ
する。快適にににに利用できるため とがりませんでしたが、東屋北
にににに
の橋南側は、毎時０．２３マイ
①藻の発生防止策の研究と実 クロシーベルト、井田橋上流石
施。
碑
くぼみが毎時０．２１マイク
ロシーベルトと目安値 （ *）
の毎時 ．１９マイクロシーベ
ルトを超えました。
また、せせらぎ祭りの会場と
なっている橘公園内の水辺の際
や石の下などは毎時０．１８マ
クロシーベルトなど気になる
大庭 裕子 イ
数値です。市が目安としている
数値を超えた か所ついては、
月 日、江川せせらぎ遊 道路公園センターに連絡をとり
歩道周辺の放射線量の測定を
月 日に再度を測定してもら
１日かけて実施しました。
い、井田橋上流石碑が同様の数
きっかけは、 「放射能の汚 値だったため、洗い流すなど対
染に心配することなく、地域 応を検討するとのことでした。
のみなさんに安心して利用し
これからもホットスポットが
てもらいたい」と、せせらぎ どこに出るかわかりません。数
ネットワークのメンバーから 値の高い場所の特徴をよくつか
声があがり企画したものです。できました。
当日は、新城公園に９時半
測定器は、川崎市が使用して
集合で、平井会長、田辺事務 いるＴＣＳ－１７２機種で、市
局長を先頭にのべ８名が参加 民の要望に応えるために出前測
しました。昨年も江川せせら 定する目的で私が所属する議員
ぎの小関橋、明津橋付近を
団で、購入したものです。早速
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せせらぎ放射線測定会
市職員による測定

10

3

佐藤 克明

せせらぎネットワーク及関係団体
イベント紹介
ホタル鑑賞会 月末～ 月初旬
せせらぎ美化活動
月 日 （日） 時～管理棟集合
森森森森とせせらぎシンポジウム
月 日 （日） 時半・老人福祉施設 「せせらぎ」
灯籠流しししし
月 日 （日）東屋周辺
6

26

19

17

10

1

8

6

井田山市民健康のののの森森森森をををを育育育育てる会会会会
月 日 （日） 時フリーマーケット
月 日 （土） 時せせらぎウォーキング
月 日 （土）井田山クリーンデイ

神庭緑地をををを楽楽楽楽しむ会会会会
草刈等協力できる方は７６６ ６-４３４戸枝まで

ひとみ座寄席をををを楽楽楽楽しむ会会会会
月 日 （土）ひとみ座・木戸銭あり
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今回お邪魔した農家直販所は下小 に聞けばほかの美味しい食べ方をご
田中５丁目の朝比奈さんの畑です。 存知かもしれません。
この時期は畑を休ませているようで
朝比奈さんの農家は、元禄時代か
す。
ら続いているそうです。これまでの

記者：本間

是非足を運んで
みてはいかがで
しょうか。

ひとみ座乙女文楽若手公演
月 ・ 日 （祝日）料金２５００円
ひとみ座第 スタジオお問い合わせ
公(財 現)代人形劇センター０４４ ７-７７ ２-２２８
3

中原・・・・高津のののの農家

シリーズ ～～～～地産地地地地消消消消～～～～
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連載 各地のののの祭祭祭祭をををを訪訪訪訪ねて⑬⑬⑬⑬
高山祭のののの準備をををを見見見見ながら
高山祭といえば、山車
の上で演じるからくり人
形が知られています。精
巧な細工の技、人形に難
しい演技をさせる遠隔操
作の綱づかいの妙技。知
人の紹介で準備を見せて
貰いました。
祭の衣装の絵柄を染め
る伝統的な型紙を修復す
る人は、テレビのニュー
スで紹介されていました。
獅子舞の被り物を修理す
る人、お囃子の楽器の奏
者も、四月十四、十五日
の祭本番に向けて集中し
ていました。ここは、市
民の中に、職人や伝統芸
能の達人が多くいるまち
なのです。
私たちのまちでも、そ
れに相当する人は、少な
くないと思いますが・・。

連載「「「「詩吟――――続続続続」」」」
稲本吼信
やがて初段を許されて
晴れの舞台にたった時
彼女が来ていた訳じゃない
足は震える目はみえず
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今栽培している作物は高菜とかぶ。農家の方たちと同様、地元に根付い
「継続は力なり」とは、よく言われて
て長い間苦労して畑を守ってこられ
いることですが、楽しく練習を続けるう
たんだと思うと、そこから収穫され
ちに、技量は間違いなく上達し、いつの
た野菜も、ひと味違って感じるので
間にか段位を取得する事となります。
はないでしょうか。
個人差は当然有りますが、技量がある
程度のレベルに達すると、何故か人に聞
いて貰いたい気持ちになり、大会に出場
することになります。
高菜
修練の成果は、日々の練習によって、
間違いなく上達していると言っても、自
おおおお詫詫詫詫びと訂正
信過剰の人以外は今、自分がどの位のレ
前号 「新年
ベルにあるか、良くわからないし、客観
のご挨拶」記
的な評価がそこにはあり、場合によって
事中 「約二十
はテープなどの録音データで、聞き比べ
数年で町の様相が変わってしまう 年前に洪水対
ることが出来ます。そうする事によって、
中、数百年のあいだ畑を守ってこら 策構想が発表
上手な人の技法を盗み、自分の吟力を高
れたことに感謝して野菜を食べて見 されて・・・」
める事も出来るのです。
たいと思います。朝比奈さん曰く、 は、 「約二十
話を戻しますが、あまり慣れないこと
「やはり気候に左右されやすいこと 五年前」の間
を人前でやろうとしたり、発表しようと
に苦労がある」と。
違いでした。
すると、普通の人は大体 「あがり」ます。
温暖化や気候変動、異常気象など
ここに訂正
体が硬くなったり、手足が震えたり、声 高菜は漬物しにして販売するそうで
も関係があるのでしょうか。
し、お詫び申
が上ずったり・・・これら 「あがり」の す。採れたて野菜のお漬物も格別な
直販所は４月末くらいから毎週月 し上げます。
研究をされておられる学者もおられる様 んではないでしょうか。
これまで何件かの直販所を訪ねて ・水・金に販売をしているそうです。
ですが、一体、如何にしたら、あがらず
販売所：中原区下小田中５ - に普通のちからが出せるのでしょうか？ きましたが、お漬物にして販売して
いる農家は初めてです。お茶漬けに （せせらぎ遊歩道沿い）
よし、箸休めにもよし。朝比奈さん せせらぎの桜も咲き誇ってきました。
朝比奈さんの直販所

生きびな祭り（写真提供：高山市観光課）

かぶの苗
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