
※泉英世さんは、日本スリーデーマーチの 50km、1 日目、小川町で歩行中、突然倒れ帰らぬ旅へ。合掌。合掌。

JR 横浜線相原駅前広場午前 9時スタート
尾根道 0.6km～3.9km
朱雀路 2.3km
大鷹の森 2.5km
七国峠 3.0km
大日様 3.2km
ゲンノショウコの原 3.8km
東京家政学院大学 ＷＣ 4.1km
アイスクリームのラッテ 4.4km
大戸小学校登り口 5.9km
法政大学下り 6.3km
多摩送信所跡 6.7km
法政トンネル 6.8km

バス停 ＷＣ 6.9km
平和碑 7.3km
法政大学ジョギングコース 7.4km
町田街道信号 9.4km
青少年センター入口 10.3km
大地沢青少年センター
昼食 ＷＣ 11km ゴール 11.2km

草戸山(別名：一年山・ 365ｍ) 11.9km
城山湖への下り道 13.0km
峰の薬師奥の院 13.8km
峰の薬師 ＷＣ 14.1km
津久井湖記念館 ＷＣ 16.4km
バス停城山高校前午後 4時頃ゴール 16.9km
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開催日 例会名 距離 集合場所 集合時間
11月 23 日(祝) 甲州街道・銀杏並木 16km JR 八王子駅北口 8時 50分
11 月 29 日(火) シルク交易の道 13km JR 横浜線相模原駅北口 9時 20分
12 月 12 日(月) 相模線沿線 12km 12km JR ・京王橋本駅前 9時 20分
12 月 25 日(日) さらば酉年／納会Ｗ 15km 小田急・相鉄大和駅前 8時 50分
1月 3 日(祝) 初詣・寒川神社 13km 海老名中央公園 9時 50分
1月 15 日(日) 八王子八福神巡り 13km JR 八王子駅北口地下 8時 50分
1月 28 日(土) 十周年記念Ｗ 10km JR 町田駅前 8時 50分

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/



(244,000㎡ 昭和 20
年 4月竣工)
第二次世界大戦末期

に隠蔽(インペイ)送信所
として作られました。高
さ 60m の木支柱を立
て、空中線六基を樹林に
めぐらしました。技術
者、職員 50名で操業し
ました。1945年 8月 10
日から 15日の間にポツ
ダム宣言受諾に関する
ニュースを海外に向け
て手動式回転アンテナ
から送信しました。
1946年 11月 10日、開
設以来１年半で、その役
割を終わりました。

多くの学生が学業なかばにして
軍や工場に動員され
学園と学問を放棄せざるをえない
不幸な時代があった
50年前のことである
君たちは決して
そのような青春を送ってはならない
1995年 8月
法政大学経済学部同窓会

相原という地名は相模国と武蔵国との間にある原という説と、
「
アワ

粟
ハ

食む」が訛った言葉だという説があります。粟くらいしか育たな
い貧しい土地だったのは、そんな昔の話ではありません。相原は、生
糸の「浜街道(絹の道)」と炭薪の津久井道が交差している宿場でした。
横浜線は、明治 41年 9月 23日、八王子から東神奈川間 42.6kmが

横浜鉄道会社によって開通しました。開通時は、9駅(東神奈川・小
机・中山・長津田・原町田・淵野辺・橋本・相原・八王子)で単線、
一日 7往復で約 101分かかりました。開業 9年目(大正年 10月)から、
国有化され「横浜線」になりました。赤字路線が長く続いたため「ボ
ロ電」といわれ、各地で使い古された電車を使用し、駅舎も開業当時
のままでした。2003年、新しい駅舎に生まれ変わりました。

七国山は大日天の石仏が
祭られているので、大日山と
も言われています。鎌倉時代
の「のろし場」として軍事上
重要な場所でした。

昭和 59年竣工。経済
学部、社会学部、現代
福祉学部の 1 年生から
4 年生までの約 8,141
名が学んでいます。
数々のアスリート達を
輩出した陸上競技場や
総合体育館が併設され
ています。寺田町田市
長の母校です。

1925年大江スミに
より創立。町田キャン
パスは開設してから
21年になります。知・
徳・技を兼ね備えた人
材養成を目指してい
ます。5月 1日現在、
人文学部、家政学部の
1 年から 4 年までの
2,142 名が学んでい
ます。

明応元年 (1492 年)の創
建。武相の四大薬師(東京
の新井薬師、高尾の薬王
院、大山の日向薬師)の一
つで人々の生命を守り、心
身の病を治す薬師様とし
て篤く信仰されています。
境内には富田常雄の小説
「姿三四郎」の決闘の碑が
あります。

町田市の最高峰草
戸山(約 365m)の中腹
(335m)から湧き出た
水が境川の源流で
す。源流地点は道が
無く、草木が傾斜し
ていて危険なので、
本沢と東沢の合流点
を「源流地」として
います。境川は全長
約 69km ありました
が、河川改修で約
54km になっていま
す。

江戸時代から入会
まぐさ場（牛馬の飼料
のまぐさの採草地）や
麦畑として、ある時は
薪炭林として相原の
人達に利用されてき
ました。幾多の変遷を
へて、平成 2 年 3 月
大地沢全山が保健保
全林として国の指定
を受けました。

地元で生産され
た新鮮で安全な牛
乳を使って、ひと味
違うアイスクリー
ムを製造販売して
います。本日は値段
も味も大サービス。
ご賞味あれ。

14時：05,17,29,41,53
15時：05,17,29,41,53
16時：05,17,29,41,53

12時：14,54
13時：34
14時：14,54
15時：34

昔、生まれたばかりの二男、三男の子
は人間扱いされず、「さる児」とされて
ここへ埋められていました。こんな惨め
な事があったのは何もこの地方だけで
はありません。生活苦から「間引き」と
いって二男、三男が生まれると殺し、働
けなくなった年寄りは「姥捨て」といっ
て山に捨てられていたのです。
※さる児：生まれたての子は顔が赤かっ
たので、人間の子ではなく猿の子として
間引かれました。


