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神奈川県労働者福祉協議会

～ 二ヶ領上川原堰堤 ～

多摩川の水を堰止め、二ヶ領用水に導いています。
1945年にコンクリート堰となり、1971年と
2012年に改築されました。

Contents

二ヶ領用水で餌を狙う野鳥

奨学金に関する「相談」を常時受付しています
「2022年度に向けた政策・制度ならびに支援協力についての要請」を提出
「かながわ協同組合のつどい」を開催
フードバンク通信／今年も「お米一合運動」へのご協力を
中央労金「住まいに関するセミナーの決定版」
こくみん共済 coop「第74回通常総代会・第4回組合員代表者会議を開催」
地域労福協だより（川崎労福協/相模原地域労福協/三浦半島地域労福協）
おいしく食べていつも元気に“イチジク”
インフォメーション／図書カードが当たる“8つのまちがいさがし”
神奈川ぶらり散歩“二ヶ領用水エリア”

得割ネット
QRコード

得 割 ネ ッ ト は、 提 携 し
ているお店等をホーム
ページで紹介しています。相互
扶助の精神に基づいた福利厚生
に役立っています。割引や特典
が、ご好評をいただいています。
是非、ご利用ください。
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かながわライフサポートセンター「かながわ生活相談ネット」 http://www.lifesupport-kanagawa.net
介護や生活全般に関する無料電話相談をお受けしています。一人で悩む前に、まずお電話を！
0120−786−579 月〜土曜日 午前10 : 00〜午後6 : 00（祝日および年末・年始は休み）
【ホームページからも相談ができます】 かながわライフサポートセンター
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奨学金に関する「相談」
を常時受付しています
～「今こそ、労福協の力」を合言葉に、
キャンペーン実施中～

中央労福協は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期

年４月）の対象者が低所得世

化が懸念される中、労福協の使命と役割を発揮した「全

帯の学生に制限がされるなど

国福祉強化キャンペーン」を展開し、
「奨学金相談」や「教

不公平感の声が高まっている

育費負担の軽減」などに取り組みます。

ことをふまえ、奨学金返済者

「奨学金に関する相談」は、連合神奈川と労働福祉団

や保護者の教育費負担を軽減

ーかながわ生活相談ネットー
フリーダイヤル

0120-786-579
月

～ 土曜

10:00～18:00

※日曜日、祝日、年末・年始は休みです。

体が運営する「かながわ生活相談ネット」から、奨学金

する税制支援（減税）を求める『オンライン署名』に取

問題専門弁護士のアドバイスが無料で相談できます。

り組みます。

「教育費負担の軽減」は、大学等修学支援制度（2020

無理のない奨学金返済制度への改善と負担軽減を実感
できる政策支援に向け、現状を打開する一歩として、ご
協力をお願いします。
詳細パンフレット（PDF）を、神奈川県労福協の
ホームページに掲載しています。

神奈川県
労福協

社会福祉の諸課題解決に向け

「2022年度に向けた政策・制度ならびに支援
協力についての要請」を提出

神奈川県・野田産業労働局長（左）に
要請書を手渡しする吉坂会長（右）

神奈川県労福協

る『共助』機能の発揮に取り組む」と挨拶し、続いて市

は８月30日（月）、 川事務局長が要請書の概要説明を行いました。
神奈川県に「政策

要請書を手にして神奈川県・野田産業労働局長は、「神

制度要請」を提出

奈川県労福協は、生活相談ネット、フードバンク活動な

し ま し た。冒 頭、 ど、誰も取り残さない、安心して安心して暮らせる社会
𠮷坂会長は「神奈

の実現に取り組んでいる。要請内容は切実な課題であり、

川県労福協は、あ

庁内において十分に検討して書面で回答するとともに県

らゆる世代に拡が

政策に反映したい」と挨拶がされ、神奈川県からの回答

る貧困の連鎖と雇用の劣化、社会的孤立の防止を重点に

ならびに見解について、後日、改めて受けることとしま

『公助』機能の強化、「支え合い・助け合い」を理念とす

神奈川県協同組合連絡協議会
（かながわCO-ネット）

した。

「協同組合のアイデンティティを深める」ために
～「かながわ協同組合のつどい」開催 ～

県労福協をはじめ県内84の協

進めることを目

同組合・関係団体で構成する「か

的に開催されま

ながわCo-ネット」
（神奈川県協

した。

同組合連絡協議会）では、「かな

講師：田中先生

つ ど い で は、

がわ協同組合のつどい」を、８月

長野県高齢者生

２日にオンラインで開催し、46

協理事長の田中

団体から170名が参加しました。

夏子先生からの

メイン会場の参加者

今回のつどいは、2021年12月に開催される第33回

課題提起ののち、フードバンクかながわの取り組みを紹

ICA（国際協同組合同盟）世界大会のテーマ「協同組合

介する動画視聴、労働者協同組合法についての報告が行

のアイデンティティを深める」に基づき、誰一人取り残

われ、地域の課題を共同で解決していく取り組みを進め

さない、持続可能な地域社会づくりに向けた取り組みを

ていく方向性が確認されました。
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「助け合い」
「支え合い」が拡がっています
～「もったいない」を「分かち合い」
「ありがとう」へ ～

【拡がる行政の支援活動】
海老名市

7月31日に「フードバンクえびな」と協同により、
コロナ禍で影響が生じた高齢者世帯や障がい者
世帯などを対象に食品を配布しました。

URL http://www.fb-kanagawa.com
【食と心を届ける活動】
Facebook で最新ニュースをアップしています。
「フードバンクかながわ」に
は、毎日、多くの方の寄付と支援が届いています。
JFE スチール労組
体験研修

綾瀬市

3月、4月、7月に綾瀬市社協と市民グループが主
体となって「フードバンクかながわ」等から届けら
れた食品を432世帯に配布しました。

秦野市

8月1日に寄附金や庁内フードドライブ食品、JA
はだの、フードバンクかながわ、等からの食品を
160世帯に配布しました。

神奈川県
労福協

中学生もボランティア
イトーヨーカドー別所店新人研修
横浜銀行備蓄品

コロナ禍でますます「お米」を必要としている方が増えています
～今年も「お米一合運動」へのご協力を～

神奈川県労福協と連合神奈川は、多くの皆さまにご協
力を得て実施した『お米一合運動』を、今年も10月か
ら３月末まで実施します!!
感染力の強い「デルタ株」の急拡大と緊急事態宣言に
より、飲食店で働く方々やひとり親世帯、そして学生は
日常の生活が失われ、
「フードバンクかながわ」に支援
を求める問合せが増えています。
『お米一合運動』にご参加をいただける皆さんは、「お
米」
をビニール袋やジップロック等に入れて回収場所（組
合事務所・担当者等）に届けてください。
皆さまから持ち寄られた『お米』は、
「フードバンク

「お米一合運動」の流れ
ひとり親世帯へ

地方自治体や
地域の支援団体へ
食品提供

〒
横浜市山下町
日本大通り駅から徒歩 分
神奈川県民ホール隣

フードバンク
かながわ
精米・小分け

ワークピア横浜

各労働組合へ
持ち寄る

お米一合を
袋に入れて

労働組合割引あり！

かながわ」を通じて、行政や社会福祉協議会、子ども食
堂や福祉施設に届け、生活に困っている「ひとり親世帯」
や「学生」の方々にお渡しします。皆さんのご支援をお
待ちしています。

※ソーシャルディスタンス版最大収容人数※
おしどり・くじゃく かもめ・やまゆり

おしどり

くじゃく

【ご予約・お問い合わせはこちら】
：
最大

：

２６４名

かもめ

最大

１２７名

やまゆり

最大

301

会議・研修・セミナー・大会・総会・式典・イベント
様々なシーンで利用可能！
駅から徒歩５分の好立地

８２名

最大

６０名

最大

１１７名

最大

いちょう

最大

302

５４名

303

１１７名

201

最大

４１名

ユーフォーニー

１年以上先の予約も可能！

新型コロナウイルスの感染対策もバッチリ！

最大
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３５名

最大

３３名

最大

１４名

最大

４５名
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住宅購入＆リフォームWebセミナー開催
〜 住まいに関するセミナーの決定版 〜

８月１日（日）
・８日（日）住 《中央ろうきん》
宅＆リフォームセミナーをWeb 提携業者による
充実のセミナーラインアップ！
で開催し、２日間で106名の方
にご視聴いただきました。
当セミナーでは、中央ろうき
ん提携業者８社より講師をお招

セミナーの様子

きし、お客様がご希望のセミナーを自由にお選びいただける
よう、様々なテーマを設けました。また、中央ろうきんから
は「住宅ローンの基礎知識」と題し金利や団体信用生命保険
の制度、住宅ローン選びのポイントなどを説明しました。
お客様のアンケートからは、
「物件見学のポイントを聞け
てよかったです」
「住宅ローンの基礎について勉強になりま
した」
「夫婦でローンを組む場合の特約を始めて知ったので、
今後の参考にしたい」等のご感想をいただき、個別のご相談
も多くいただきました。

各種
ローン

今後も会員組合員の皆様のお役に立て
るよう、各種セミナーを通じて有益な情
報を提供してまいります。

【お問い合わせ先】 〈中央ろうきん〉お客様相談デスク TEL：0120-86-6956（平日9時～ 18時）

こくみん共済
coop

「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」の実現に向けて
「神奈川労済第74回通常総代会」
「こくみん共済 coop〈全労済〉第4回神奈川推進本部組合員代表者会議」開催

日頃よりこくみん共済 coopの運動・
事業にご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
７月29日（木）の第4回組合員代表
者会議において、神奈川推進本部本部
こくみん共済 coop
〈全労済〉神奈川推進本部 長に就任しました北原武と申します。
本部長 北原 武
就任にあたり、ご挨拶を申し上げます。
私たちを取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症
拡大による先行きの見えない生活への不安が続いてお
り、厳しい状況におかれています。
このような状況下においては、人と人とが助け合う「共
助」が大切です。弊会が理念とする「みんなでたすけあ
い、豊かで安心できる社会づくり」の実現に向けた取り

2019年 台風15 号・19 号による
罹災状況（神奈川県内）

※こくみん共済 coop 神奈川推進本部作成

内容

罹災件数

全壊・流失
6件
半壊
95 件
一部壊
12,589 件
床上浸水
149 件

※住まいる共済 2020 年 5 月 31 日時点の
共済金支払実績にもとづき集計

組 み は、「 た す け あ い の 輪 」
の拡大にもつながり、その１
つの取り組みとして、組合員
の生涯にわたる生活保障設計
運動を展開してまいります。
また、新しい生活様式にあわ 「第4回神奈川推進本部組合員代表者会議」
せて、オンラインを含めた対面推進による提案活動・保
障相談など、協力団体・組合員の皆さまとの接点機会を
創出し、さらに信頼される組織となるよう尽力していく
所存です。
こくみん共済 coop 運動は、皆さまのご協力がなけれ
ば成り立ちません。より一層のご支援を切にお願い申し
上げます。

～お住まいのハザードマップを確認しましょう～

近年、台風・豪雨等による
自然災害が多発しており、神
奈川県においても2019年の
台 風15号・19号 や2021年7
月3日の豪雨により河川の氾
濫や土砂災害など、県内各地
で被害が発生しました。

ホームページで各市区町村が作成したハザー
ドマップを閲覧することができます。
お住まいの地域のハザードマップを確認してみ
てください。

わがまちハザードマップ

※神奈川県内の罹災状況の詳細は、
神奈川労福協ホームページで閲覧できます。
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公式キャラクター
ピットくん

豪雨、水害、地震 多くの自然災害に備えましょう

風水害
風水害
風水害
風水害

2021年8月1日現在

こくみん共済coopの「住まいる共済」は、洪水による被害
はもちろん、様々な災害を保障します。自然災害への保障の備
えは、こくみん共済coopまでへご相談ください。
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川崎労福協

新型コロナ禍の中、工夫を凝らした
行事を開催!!

心身障がい者『海水訓練』を開催

夏休み
「親子セミナー」
を開催

毎年、
「川崎市育成会手を
むすぶ親の会」と「川崎労
福協」のボランティア協力
で開催する『海水訓練』を
７月14日に「勝浦海水浴場」
と「ホテル三日月」の協力をいただき開催してきました。
開催にあたっては、みんなの気持ちを一つにして感染
対策を徹底し、
「一緒に楽しむ」
を心がけ楽しい思い出を作って
きました。当日は梅雨時にもか
かわらず天候に恵まれ充実した
一日となりました。

相模原
労福協

第 199 号

地 域
労福協
だより

コロナ感染症拡大防止のため、昨
年の冬休みの開催からWEB開催と
した「親子セミナー」。今回は「夏
休みに挑戦！」と題して、
「簡単フォ
トフレームづくり」と非常時にも役
立つ「ポリ袋で作るごはんとおかず
づくり」の２本立てで開催しました。
開催にあっては、川崎市職労学校部会と給食支部の皆
さんが先生となり、休み返上で、材料準備から収録作業
までお手伝いをいただき開催することが出来ました。
定員を超える応募があり、抽選で当選者へ材料をお送
りしての開催となりました。

「第５回知ってお得セミナー」をオンラインで開催！

〜「万が一に備えておくこと～急な葬儀でも慌てない～」をテーマに学ぶ〜

相模原労福協は、７月20日（火）、相模原地域連合と

た共済・保険の確認方

共催で「第５回知ってお得セミナー」を開催しました。 法」についての講義が
テーマに基づき、相模原労福協特約店の㈱セレモア様か

ありました。各講師の

ら「今すぐ役立つもしもの為の

取り扱い分野に共通し

事前準備」、中央労働金庫相模

て「記録に残しておく

原支店から「故人の預金やロー

こと。それを信頼でき

ン残高の取り扱い、生前にやっ

る誰かに託しておくこ

ておくべきこと」、こくみん共

と」が伝えられ、各団体が扱っているサービスについて

済 coop神奈川推進本部職域推

の紹介もありました。参加者からは「エンディングノー

進二部から「故人の共済・保険

トを書いておきたい」等の感想がありました。約30名

の取り扱い、故人が加入してい

の参加でオンライン開催は好評でした。

三浦半島
地域労福協

「共助」で創りあげた労働福祉団体の活動を理解しよう!

〜三浦半島労福協・地域連合共催の労働福祉団体セミナーを開催〜

７月２日、ヴェルクよこすか
において、新型コロナウイル
ス感染防止対策を講じた上で、
67名参加のもとセミナーを開
催しました。冒頭、中澤会長と
及川議長からは、福祉団体の必
挨拶する中澤会長
要性やセミナー後には有効に活
用してほしいとの挨拶がありました。参加者は委員長・
書記長・書記の日頃、各構成組織で窓口などの実務を担っ
ている人を対象に募集しました。
セミナーは、中央労働金庫横須賀支店小野支店長から
「自治体提携ローンの有利性、緊急生活応援ローンの利
用方法、マイプランを活用した組合員のセーフティネッ

5

ト策」を、こくみん共済 coop 山崎部長からは「多発す
る自然災害への備え、お住まいの地盤診断サービスを活
用した防災・減災」を、㈱エル・ビー・エー福重部長か
らは「コロナ禍で利用が増えているカタログギフトの利
便性や住宅のリフォームの安心感など」の話がされました。
最後に酒井地域連合議長代行から、福祉団体の成り立
ちや共助は組合活動の基本理念、これを実践しているの
が福祉団体であり、本日のセ
ミナーを機に、組合員のため
に安全・安心な福祉団体の利
用促進活動をお願いしたいと
の挨拶をして、福祉団体セミ
ナーを終了しました。
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おいしく食べて、いつも元気に
イチジク（無花果、映日果、一熟。イラクサ目クワ科イチジク属（英) Fig（仏) Figue）
原産地は西アジア、アラビア南部で、アダムとイブの話の中の“禁断の果実”
とはイチジクのこと。実の中に無数の白い花を咲かせるが、外から見えず花が咲
かないように見えるため「無花果」と書かれる。初夏から夏にかけて実がなるもの、
秋に実がなるもの、初夏と秋両方に実がなるものがある。

◎まずは選ぶ

などとの相性も良いのでタルトにしたり、ピューレ状

ぽってりと丸みがあり、付け根の切り口付近まで色

にして、ソースやシャーベットや寒天ゼリーなどにし

付いている物を選ぶ。表面の皮に張りがありしぼんで

てもおいしい。ワイン煮は定番、
風味を引き立てるのに、

いないもの、傷や傷みが無い物がいい。先の方に裂け

バニラのほかに八角を用いたりするといい。ペクチン

目が出来始め、中の紅い花が見えてくる位が一番食べ

が多いのでジャムに向いているが、その際、クエン酸

頃。

を加えると、味が引き締まり、色も鮮やかになる。生

◎上手に保存

ハムと合わせた前菜はポピュラー。天ぷらにもどうぞ。

◎すごい力だ、イチジク

傷みが早い果物なので、温度の高い場所に長時間お
かないように。乾燥を防ぐためにビニール袋に入れて

水溶性の食物繊維であるペクチンを豊富に含んでお

冷蔵庫の野菜室へ。日持ちしないので、早めに食べきる。

り、腸の活動を活発にさせ、便秘に効果。カルシウム

食べきれない場合は、シロップで煮てコンポートにし

や鉄分など、血や骨の素となるミネラル分をバランス

たり、ジャムにするとよい。冷凍保存する場合は、解

よく含んでいる。またフィシ

凍してから食べやすいように、先に皮を剥いてからぴっ

ンなどの酵素が含まれてお

たりとラップにくるんでおく。

り、食後に食べると、消化促

◎ポイントは

進となる。お酒を飲んだ後に

皮を剥いて食べるが、軸の付け根の方から剥く方が

食べると、二日酔いにもなり

綺麗に剥ける。コンポートなどにする場合は固めの物

にくいとも言われる。

を使うので、トマトのように湯剥きをする。クリーム

皆様に支えられ、助けられて、お陰様をもちまして25年を迎えました。
25年
様々な企画で25周年を打ち出し事業の前進を図ります。
25周年
神奈川県労働者福祉協議会会員

組合用品

カタログギフト

記念品

安心

快適生活応援団

TEL ０４５－４２１－４１４１ FAX ０４５－４２１－４１４６
HP URL : http://www.lba.ne.jp 〒222-0034 横浜市港北区岸根町５６６－１
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令和３年度第71期神奈川県労働大学WEB講座開催のご案内!

◎神奈川県労働大学講座がWEBでご受講頂けるようになりました。会場(Zoom)講義の録画をWEB(オンデマンド)講座として配信します。
本講座は、神奈川県が1952年(昭和27年)に開講して以来、今期で71回目を迎える歴史と伝統ある講座です。労働法、労務管理、社会保障に関する知識を体系的に
学べます。大学教授や各分野の第一線で活躍する専門家の講義に接する大変良い機会です！労務管理や労働問題に関心のある方に最適です。ぜひご参加下さい！

全30講義 60時間 視聴期間５ヵ月間 ！ 受講料49,500円（消費税､講座テキスト､送料込み) ※１講義の単価 1,650 円

・割
引：団体申込(３人以上) 、障害者手帳所持者(お一人様）47,500円 ※割引条件の重複適用は出来ません。
・申込期間：令和4年3月末日迄。 ※会場講義へお申込の場合は、Zoomライブ講義も受講可能です。
詳しくはホームページをご覧下さい。
・視聴期間：令和3年8月1日～令和4年8月末日迄の、希望指定開始日より５ヵ月間。
※講義日当日の視聴はできません。講義日翌々日以降より視聴可能です。

神奈川県労働大学講座

・休講制度：期間中、月単位の休講(振替)が可能です。 例：12･1月休講→2･3月へ振替え
・延長制度：視聴期間の延長が可能です。1ヵ月10,000円 最長2ヵ月(15,000円)迄
・聴講制度：科目ごとのお申込みが出来ます。 １講座 3,000円 複数講義申込割引あり
・修了証書：令和４年３月31日(木)迄に、21回 (7割) 以上出席又は視聴をした方は、県知事名の修了証書を授与。
・お申込お問合せ：公益財団法人神奈川県労働福祉協会 TEL 045-633-5410
Eメール roudai@zai-roudoufukushi-kanagawa.or.jp

検索

申込フォーム

正解者の中から抽選で5名の方に図書カード（1,000円）を進呈いたします。
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下に並んだ２枚の絵を見比べて違っている箇所を 8個 探してください。（画：西澤 修 氏）
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【応募方法】
❶ まちがいさがしの回答（8個）。まちがっている箇所のマスの座標をご記入ください。
単独マスの座標の場合…英字と数字（Ａ－1、Ｂ－2等）
複数のマスの座標にまたがる場合…複数の英字と数字（Ａ・Ｂ－１、Ｃ・Ｄ－５等）、もしくは、英字と
複数の数字（Ｂ－１・２、Ｃ－３・４等） ※同じマスに複数のまちがいがある場合もあります。
❷ 住所、氏名、勤務先を明記の上、ご応募ください。
❸ 応募には「かながわ労福協」9月号に対するご感想、ご意見を必ずご記入ください。
❹ 応募は、メールまたはＦＡＸ、ハガキでお送りください。
※メールの件名には【クイズ応募】と入力してください。
❺ 当選発表は図書券の発送をもってかえさせていただきます。
❻ 締切 2021年10月15日（金）

前回の正解

【宛先】 〒231-0026 横浜市中区寿町1−4 かながわ労働プラザ5F
神奈川県労福協 編集委員会あて
FAX：045－227－6291

メール：rofuku＠kanagawarofukukyo.com

所にも早くそのコーナーが増設されないかなあと思います。

読者のお便り



横浜市鶴見区・Ｓ様

○「おいしく食べて、いつも元気に」の細かい塩加減や栄養的特徴がと
○高齢の義父が老いていく様を見て、今後の介護に対する不安を覚えま

てもためになり、枝つきの枝豆を探して買ってしまいました。

す。義父は介護が必要となった際には「在宅」を希望するものと思わ



れます。介護する側、介護を受ける側の双方が少しでもストレスの無

○神奈川ぶらり散歩道の特集がおもしろかったです！馴染みのある施設

いよう「介護なんでも相談」サービスを利用できたらと思います。


横浜市戸塚区・Ｙ様
もありましたが、初めて知った施設もありとても参考になりました。

横浜市港北区・Ｓ様

夏休みにぜひ子供と巡る計画を立ててます！

○必要な人たちに食料支援する「フードドライブ」の活動でフードドラ

相模原市南区・Ｎ様

○横浜に鉄道に関する博物館があることを知りませんでした。鉄道好き

イブコーナーの設置場所がスーパーなど増えた記事を読みました。近

な甥っ子を連れて行こうと思います。
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神 奈 川 ぶらり散 歩
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川崎市建設緑政局キャラクター

～多摩川から街中を流れる「二ヶ領用水」の脇道をぶらり散歩～

「二ヶ領用水」は、JR 南武線・中野島駅付近の「二ヶ領上河原堰堤」と登戸駅付近の「二ヶ領宿河原堰堤」の二か所から
多摩川の水を活用した「用水路」で、1611 年に竣工した我が国有数の古い農業用水です。稲毛領と川崎領にまたがって開
削されたことに、その名は由来します。用水路は、全長 32 キロにわたり、水田だけでなく、桃畑、梨畑や工業用水などに
も利用され、大きな役割を果たしてきました。整備された用水路に沿った散歩は、街中の自然を感じられます。

❷

中野島の「草杭」

翼を休める水鳥

多摩川から用水路へ

用水路を渡る飛び石

用水路に沿った歩道

❺

川

❶❷
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都
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❹ ❺

❻
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高津

多摩川
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溝の口

❼武蔵新城 ❽❾
JR南
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武線

武蔵中原
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至町田

至
渋
谷

久地

新丸子
武蔵
小杉

JR線

東急東横線

246

第三京浜道路

二ヶ領用水は、久地駅
付近で一旦合流し、川
崎堀など 4 方向へ分岐
します。「円筒分水」は
灌漑面積に応じた一定
の比率で水を正確に分
け流すための施設です。

向河原

中原区
元住吉

宮前区

久地円筒分水

登戸

中野島

南武線のガード下

緑化センター

至二子玉

至新宿

❹



上河原取水口

～宿河原堰堤 から
久地 までの散歩道 ～

～上河原堰堤 から
久地 までの散歩道 ～

❸



❶






平間

至
横
浜

至長津田

二ヶ領用水へは、どの駅からでも散策できます。
「川崎市 : 二ヶ領用水の史跡・見どころの紹介」
を検索し、
地図をダウンロードすることをお勧めします。

～ 久地から平間までの散歩道 ～
❽

多摩川から取り込んだ水は、長い「用水路」で運ばれ、途中、随所随所で、
毛細血管のように小さな用水路に水を供給して、地域を潤す貴重な水源となりました。
現在は、ＪＲ鹿島田駅付近まで整備され、途中に、往時をしのばせる神社仏閣や公園、
施設などがあり、街中をゆったりと散歩できます。






❼

整備された用水路脇の道

❾

常楽寺（マンガ寺）

横須賀線下の用水路

川崎市平和館

平和館脇に立つ、
圓鍔勝三作の「和」

木月掘の取水口

春日神社

武蔵小杉駅付近の用水路
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用水路の最終地点
鹿島田駅付近の歩道

☎ 045（227）6290

