
平成 17 年 1 月 9 日(日)

町田ウォーキング協会 1 月例会(2)

七左馬参り(鎮守の森巡り)
16km (難易度☆☆☆)

松過ぎと いふ光陰を 惜しみけり

深見けん二
おめでとうございます。例会が「天候に恵まれますよう、無事故ですごせますよう」

神々様にお願いして、お参りいたします。
合わせて皆様のご多幸もお祈りいたします。
本年も、なにとぞよろしくお願いいたします。
170 回目の例会は恒例の〝七左馬参り〟で幕を開けます。境川沿いに点在する 12 社

の「サバ神社」の内 8社と「延喜式」内社の深見神社に参拝して、無病息災、笑門招
福、開運を祈願します。
「七左馬参り」は厄除けにご利益がある、古くからあった民俗信仰で、今では忘れさ
られ、無くなった風習を蘇らせました。「延喜式」神名帳に記載された深見神社は茨城
県鹿島神社を勧請したものです。大和市内では唯一の延喜式内社です。ちなみに延喜
式内社は神奈川県では 13 座在りますが、町田市内には 1座も在りません。サバ神社、
深見神社も村や村人の守り神(鎮守様)として昔から信仰されて来ました。鎮守の森は
神聖な神々が宿る場所として大切にされて守られて来ました。最近では、近郊の森と
して重要性が見直され世界中から注目されています。祖先が育み、守った文化遺産で
す。植物学上も生態学上でも日本人の智恵が生きている人工林です。明治神宮の森は
その典型的な例です。私たちの生活圏に在る鎮守の森を巡り、今一度その貴重な森林
を見つめなおそうと思います。寒さが厳しい折です。風邪に気を付けて、元気で歩き
ましょう。今年はきっと良い事が沢山ありますよ！
※ 勧請…神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ること
※ 延喜式…平安前期の基本法(律令)50 巻
「七サバ参り」

境川流域には、子どもの無病息災を願う「七サバ参り」という民俗信仰がありました。参
拝する神社の順番は地域ごとに異なっていました。大正時代の中ごろまで盛んに行われた巡
拝も昭和に入るとだんだん見られなくなり、忘れ去られた風習になってしまいました。

サバ神社の由来
境川沿いにはサバ神社が 12 社あります。神社名は音(サバ)を漢字にあてはめているので

左馬・鯖・佐婆・佐波と違っているのではないでしょうか。又、「左馬頭」に任じられた源
義朝や源満仲を祭神にして役職の「サマ」が濁って「サバ」になった説があります。いずれ
にしてもはっきりとした由来はわかりません。
「地名語辞典」によると、マレー語・ジャワ語・タガログ語で「サワ」、バタグ語「サバ」
は水田のことです。
サバの神を祭った神社は南伊豆に 2座、茨城県に 1座、高知県に 31座、その他、祠、末社
は沢山あるそうです。その何れの神社も農耕神(農耕又五穀豊穣の神)を祭ったものではない
かと思われます。
民俗学では、古来から水田や稲作に結びついたサの神が存在したといわれています。サの神
は五(サ)月に坂(サカ)を下(サ)がって人間界との境(サカイ)を越えてきます。水田では五月
女(サオトメ)が早苗(サナエ)を植えています。サの神には酒(サケ)が盃(サカズキ)にそそが
れ、肴(サカナ)も皿(サラ)に盛って捧(ササ)げられます。祭壇(サイダン)の前には賽銭箱(サ
イセンバコ)がもうけられ、祭司(サイシ)(神官)が祭祀(サイシ)(祭典)をおこないます。鮭
(サケ)は神がくださったものです。
サの神に由来するサのつく言葉はいろいろあります。才気・才能は神に近い能力、寂しいは
神がいないから、民謡のサンサシグレのサンサ、かけ声のヨイサッサ、さいころのサイの目
等々……。数え上げれば、私達の日常生活の中に自然に溶け込んでいるサの神の存在を意識
しないわけにはいきません。左馬・鯖・佐婆神社を古来神、サの神と結び付けて勝手に解釈
し、想像の世界へ足を踏み入れてみました。
※ 左馬頭(サマノカミ)…馬や牧場を管理する馬寮(メリョウ)の長官
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これからの例会のご案内
1月 23 日(日)
早春陽光散歩：
13km (難易度：☆☆)

集合：小田急線玉川学園前駅前 午前 9時
解散：小田急線町田駅前 午後 3時 30 分頃
玉川学園の静かな住宅街を通り抜けると、獅子舞(無形民俗文化財)で有名な金井の八幡神社

があります。特異な展示で有名な市立博物館を訪ねて、早春の薬師池公園を散策します。車道
を避けて、のんびりと春をみつけて散歩します。

2 月 2 日(水) 早春・長津田宿：
13km(難易度：☆☆)
集合：田園都市線つくし野駅前午前 9時 30 分
解散：小田急線・田園都市線中央林間駅前

午後 4時頃
大山街道の宿場、長津田には、八百屋お七を捕

らえ処刑した岡野平兵衛房勝の墓があります。宿
場の目印の常夜灯や在原業平を祀った大石神社、
岡野家縁(ゆかり)の王子神社、福泉寺等、歴史を
物語る史跡が残っています。又、このあたりでは、
国道 246 号の周辺には思いがけない森や畑が点
在しています。

2 月 13 日(日) 落葉の森と里山：
17km(難易度：☆☆☆)
集合：横浜線相原駅前 午前 9時
解散：横浜線片倉駅前 午後 4時頃
出発してすぐ篠竹の生い茂る里山に入ります。

八王子市と町田市の境の森です。その森の深さ、
静けさに圧倒されます。「よく、こんな道、見つ
けたね」と自然に口を付いて出る言葉が、そのス
バラシサを表しています。法政の林から榛名神社
の森に通じる落葉の道も何回でも歩きたくなる
ウォーカー垂涎(スイゼン)の道です。

2 月 20 日(日) 川崎の春・梅・鶯：
17km(難易度：☆☆☆)
集合：小田急線鶴川駅前 午前 9時
解散：田園都市線市ヶ尾駅前 午後 4時頃
全山白梅・紅梅に彩られた浄慶寺は春の訪れを

鶯の鳴き声と共に知らせます。王禅寺、早野聖地
公園、桐蔭学園の森と車道を避けて静かな山道・
横道・裏道を通って川崎の春を見つけて歩きます。
毎回、大勢の方に参加していただく人気のコース
です。

3 月 2日(水) 相模台地探訪：
14km(難易度：☆☆)
集合：小田急線相武台駅前 午前 9時 30 分
解散：小田急線相模原駅前 午後 4時頃
在日米陸軍司令部のあるキャンプ座間のまわ

りは緑のベルト地帯です。基地周辺には思いがけ
ない林が在り、小径が縫う様に通じています。そ
の昔、陸軍士官学校だった事を思い出させる、殉
職の碑が林の片すみに在ったりします。日頃、気
づかない、歩かない自然探訪路です。

お知らせ
平成 17年 1月の例会から清年(75 才以上)の会

員は例会参加費をいただかないことにします。年
会費はいただきます。清年証を作りますので清年
の方はお申し出ください。

初心者講習会
〝楽しくあるきませんか〟
日時： 2月 5日(土)

午前 9時～11時
場所：町田市総合体育館(成瀬)
参加費：100 円(会場費)

お誘い：相模原市ウォーキング協会の例会に奮ってご参加下さい。問合せ先 090-2639－6186

開催日 例会名 距離 集合場所 集合時間

1月 15 日(土) 八王子八福神巡り 13km JR 八王子駅北口(地下) 9 時

1 月 29 日(土) 市内名所巡り⑤ 13km 小田急線相模大野駅 9時

2月 4日(金) 高幡不動尊 14km 京王・小田急多摩センター駅 9時 30分

2 月 15 日(火) 初午・白笹稲荷 15km 小田急線東海大学前駅 9時 30分

2 月 27 日(日) 相模川自然の村 16km JR 横浜線相模原駅北口 9時

3月 5日(土) 早春の湘南海岸 18km JR 藤沢駅前 9時

町田ウォーキング協会
町田市つくし野 1－35－9
Tel:090-8747－1958
Fax:042－795-5201
http://
homepage3.nifty.com/mwa/
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スタート
小田急線・相鉄
線大和駅前

ゴール
小田急・相鉄・市営
地下鉄湘南台駅前

いちょう団地
第二集会所
昼食 ＷＣ

深見神社
「延喜式」神名帳

(927年)にのっている
大和市内で唯一の古
い神社です。天皇家の
安泰と国の隆盛・五穀
豊穣をお祈りしてい
ます。境内の左側に祭
られている神殿は海
軍の厚木空神社で、終
戦後、海軍厚木基地か
ら勧請されたもので
す。雄飛の石碑の裏に
厚木基地で活躍した
第 302 海軍航空隊の
戦歴と戦没者の霊を
慰める言葉が刻まれ
ています。

久田(くでん)緑地
境川の河岸段丘斜面

に残る幅 10数 m、長さ
1km のクヌギ、スギ、
ヒノキ等が植生する緑
地です。地権者の協力に
より「かながわのナショ
ナルトラスト運動保存
契約緑地第 2号」に平成
元年 3 月に指定されま
した。

大津家長屋門
江戸時代末期の建

築。村の組頭や名主
を務めた家の格式を
あらわしています。

藤沢市今田鯖神社
関東大震災の記念碑。

江ノ島まで約 10km。

下飯田左馬神社
鳥居前の供養塔。

イチョウ大木。ケヤ
キ。大つげ。

和泉中宮佐馬神社
密蔵寺の別当。

和泉神田左婆神社
タブの樹。

上飯田飯田神社
梵鐘。ツバキ古木 2

本。石仏。道祖神。

下和田左馬神社
ケヤキの大樹。梵

鐘。道祖神。神楽殿
兼拝殿の後壁に四角
く刳り抜かれた窓を
通して本殿を拝む古
い形式です。

上和田佐馬神社
鳥居前の道祖神。疫

病、ほうそう、厄除け。

瀬谷佐馬神社
梵鐘。西福寺の別当。

大変子ども好きで「お宮で悪
戯(イタズラ)をしている子ど
もを叱ると、叱った大人に罰
が当たる」という言い伝えが
あります。

きょうのコース
小田急線・相鉄線大和駅前

午前 9時スタート
深見神社 ＷＣ 1.1km
瀬谷佐馬神社 ＷＣ 2.3km
久田緑地 4.0km
上和田佐馬神社 4.2km
宮久保公園 ＷＣ 5.2km
下和田左馬神社 7.9km
大津家長屋門 8.1km
いちょう団地第 2集会所

昼食 ＷＣ 8.4km
上飯田飯田神社 9.4km
和泉神田佐婆神社 11.1km
泉区役所 ＷＣ 11.7km
長福寺 12.2km
和泉中宮佐馬神社 12.8km
下飯田左馬神社 14.1km
藤沢市今田鯖神社 15.3km
小田急・相鉄・市営地下鉄湘南台駅前

午後 4時頃ゴール 16.1km

久田緑地

宮久保公
園 ＷＣ

大津家
長屋門

泉区役
所ＷＣ

長福寺

瀬谷佐馬
神社ＷＣ

深見神
社ＷＣ

下飯田左
馬神社

上飯田飯
田神社

和泉中宮
佐馬神社

藤沢市今
田鯖神社

和泉神田
左婆神社

下和田左
馬神社Ｗ
Ｃ

上和田佐
馬神社

相鉄線いず
み中央駅

小田急線
桜ヶ丘駅

小田急線
高座渋谷駅

相鉄線ゆ
めが丘駅


