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町田ウォーキング協会 1 月例会(2)

笑門大吉八福神
16km（難易度☆☆）
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高浜虚子
今年は久びさに寒さを感じます。「地球温暖化、排出ガス規制」今年の冬は暖冬の

気象予報は見事に外れか？大雪で大変な思いをしている地方の事を考えると、何と恵
まれているのでしょう。真冬でも布団が干せ、特別な足ごしらえをしなくても歩ける
のは本当に有難い事です。寒さ対策は重ね着すれば十分です。後は歩くだけ、正月気
分の抜けきらない体に鞭(ムチ)を入れ一頑張り！
瀬谷は倉の町と言われています。横浜に生糸や絹織物を運んだシルクロード(浜街

道)沿いに位置する瀬谷では、養蚕で財をなした農家は、競って倉を作りました。今
でも広大な屋敷の中には倉やお稲荷さん、屋敷林が残っている所があり、かっての繁
栄の面影を見る事が出来ます。又、欅(けやき)の巨木がいたる所で見られ、その堂々
たる樹体は歴史を物語っています。近代都市横浜の中でも田園風景や平地林が点在し
ている特異な地域です。毎年、八福神参りする度に、瀬谷の魅力の虜(とりこ)になり
ます。ご利益とあいまって、10 年続けて参拝している大きな理由です。
今日は、有難い、招福、笑門大吉瀬谷八福神の大福をお持ち帰りください。身体に

福を付け、ポケット一杯、リュック一杯、福を詰め、まわりに福をまきながら、笑顔、
笑顔の福の神、メデタイナ、メデタイナ、メデタイナ。
《七福神詣で(参り)》

福徳の神として信仰される七人の神、恵比寿・大黒天・毘沙門天・布袋・福禄寿・寿老
人と紅一点の弁財天を祀る社寺を巡礼することをいいます。瀬谷では達磨大師も福神に加
えて八福神になっています。
福徳を願う福徳信仰は、狂言の「夷大黒」や「夷毘沙門」に見られ、都市や商業が発展

した室町時代に広まったものと思われます。複数の神仏への巡礼も古くから行われていま
したが、中国の「竹林の七賢人」にならい、禅宗の影響も受けて江戸末期には現在の七福
神信仰になったようです。

きょうのコース
小田急江ノ島線鶴間駅前
午前 9時スタート

鶴間一号公園 0.5km
城山史跡公園 2.8km
妙光寺・大黒尊天 ＷＣ 4.1km
善昌寺・恵比寿神 4.4km
瀬谷銀行跡 4.8km
瀬谷中央公園 ＷＣ 5.7km
細谷戸公民館 ＷＣ 6.8km
瀬谷市民の森 昼食 ＷＣ 8.1km

長天寺・達磨大師 9.2km
瀬谷図書館 ＷＣ 10.2km
徳善寺・毘沙門天 10.3km
宝蔵寺・弁財天 11.4km
西福寺・布袋尊 ＷＣ 11.9km
宗川寺・福禄寿 12.8km
全通院勢至堂・寿老人 14.0km
小田急江ノ島線桜ヶ丘駅前
午後 4 時頃ゴール 16.1km
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これからの例会のご案内
1月 22 日(日)
八左馬詣で
(八難即滅・八福即生)：
16km(難易度：☆☆☆)
集合：小田急・相鉄線大和駅前 午前 9時
解散：小田急・相鉄線・市営地下鉄湘南台駅前 午後 4時頃
境川沿いに点在する八ヶ所の左馬神社にお参りします。〝左馬詣で〟は古くからあった民俗

信仰で、子供の無病息災を願い、大正時代の中頃までは盛んに行われていました。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。そんな風習を現代に蘇
(ヨミガエ)らせました。左馬詣では境川周辺の鎮守の森巡りと自然探訪を兼ねています。

2 月 8 日(水) 早春・里山紀行：
15km(難易度：☆☆)
集合：小田急線鶴川駅前 午前 9 時 30 分
解散：小山田桜台バス停(町田・淵野辺行始発)

午後 3 時 30 分頃
鶴川から鶴見川の源流を目指し、里山の落葉を踏

みしめながら春の息吹を見つけて歩きます。目を凝
らせば枯れた草葉の陰に、木々の梢に、小さな春が
生まれていますよ。多摩丘陵のすがすがしい早春探
訪です。多摩丘陵の自然は、貴重な、守っていかな
ければならない緑の資産です。

2 月 19 日(日) 小机城攻略：
17km(難易度：☆☆☆)
集合：JR 十日市場駅前 午前 9時
解散：13km JR 横浜線鴨居駅前(難易度：☆☆☆)

17km JR 小机駅前 午後 4 時頃
都筑の森を抜け、上山の樹林を通り、鶴見川沿い

に霞む小机城を望み、攻略の野望を燃やす。はるか
右手に秀麗富士を拝み、攻略の成功を誓う。逞(タ
クマ)しき、健(スコ)やかな兵(ツワモノ)いざ出
陣！

2 月 25 日(土) 川崎の梅・鶯：
17km(難易度：☆☆☆)
集合：小田急線鶴川駅前 午前 9 時
解散：8km 王禅寺公園バス停(柿生・新百合ヶ丘)

17km 田園都市線市ヶ尾駅前 午後 4 時頃
紅梅・白梅が全山をおおい、ほのかな春の香りが

ただよう道端にほほえむ石仏・・・。ここも川崎、
川崎にもこんな所が、こんな自然が。

3 月 4 日(土) 陽光・陽春・散歩：
16km(難易度：☆☆)
集合：JR 横浜線町田駅前 午前 9時
解散：小田急線座間駅前 午後 4 時頃

3 月 19 日(日) 鶴見川Ｉウォーク
(自由歩行)：

30km ・ 23km ・ 14km(難易度：☆☆☆)
集合：小田急線鶴川駅前 午前 9 時
解散：14km：JR 横浜線鴨居駅前

23km：東急東横線綱島駅前
30km：JR 京浜東北線鶴見駅前

※ Ｉウォーク…上流の鶴川から下流の鶴見まで
鶴見川沿いに土手(堤防)を一直線に歩くので
Ｉウォークと名付けました。

3 月 29 日(水) 花の町、大和散策：
15km(難易度：☆☆)
集合：小田急江ノ島線、相鉄線大和駅前

午前 9 時 30 分
解散： 〃 大和駅前 午後 4 時頃

お知らせ
清年(75 才以上)の会員は例会参加費を、いただか

ないことにしております。清年証を作りますのでお
申し出ください。但し、年会費はいただきます。

初心者講習会
〝楽しくあるきませんか〟
日時： 2月 4日(土) 午前 9時～11時
場所：サン町田旭町体育館(旭町)
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(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
2 月 4日(土) 早春金目川の富士 15km 小田急鶴巻温泉駅 8時 50分
2 月 15 日(水) 曽我の里とウメ 15km 小田急新松田駅 9時 20分
2 月 25 日(土) 相模原北公園のウメ 16km JR 相模原駅 8時 50分
3 月 8日(水) 多摩よこやまの道 16km 多摩センター駅前 9時 20分
3 月 20 日(月) 新市誕生記念Ｗ 22km JR ・京王橋本駅北口 9時 20分

特定非営利活動法人

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/

足あと

人生は

考える、苦しむ、悩む
喜び、悲しみ、思い…
織りなす夢幻 (ゆめまぼろし)

うたかたのかげろう
儚(はかな)き故に
大地に心に
足あとを刻む

会長 村田淳郎



スタート
小田急江ノ島
線鶴間駅前

ゴール
小田急江ノ島線
桜ヶ丘駅前

鶴間一号
公園

城山史跡公園(深見城跡)
この城は太田道灌に攻められ落城した山田伊賀守経光の居城と

いわれています。築城は 1559年頃で牢場坂、馬場屋敷、中屋敷な
どの城跡を示す地名が今でも残っています。

城跡の南の四万坂では大田道灌軍と山田伊賀守軍合わせて 4万の
軍勢が戦ったと伝えられています。

城跡の北側の大和市北部下水処理場からは長堀南遺跡が発掘さ
れ、今から 19,700年前の氷河期旧石器時代から中世に至る石器や
土器が出土した珍しい重複遺跡です。地上から 2.5ｍ下の関東ロー
ム層の中と古富士山噴火前の地層とに住居跡や遺跡が見られます。

全通院勢至堂の寿
老人(銘木のフジ)

《八福草：フジ》
幸運なら富士山が拝め

ます。寿老人は長寿と知
恵の神様です。元気で長
生き出来るように、心を
こめて合掌・礼拝・懇願
……。

長天寺の達磨大師
《八福草：ススキ》
七転八起の強運と根性

と長寿の神様です。縁起ダ
ルマの両目を入れて大願
成就。

善昌寺の恵比寿神
(銘木のイチョウ)

《八福草：キチジュウ
ソウ》

風折烏帽子をかぶり、
鯛を釣り上げて笑顔の恵
比寿様は家内安全と商売
繁盛の神様です。

妙光寺の大黒尊天
《八福草：キキョウ》
「宝船日本からも一人

乗り」俳風柳多留。八福神
の中で日本の神様は、なん
と因幡の白兎を助けた大
黒様だけです。農業、台所、
財宝の神様です。打出の小
槌で福をいっぱい打ち出
していただきましょう。

宿り木

瀬谷中央
公園ＷＣ

妙光寺
ＷＣ

細谷戸公
民館ＷＣ

瀬谷図書館
ＷＣ

瀬谷市民の森
昼食 ＷＣ

西福寺
ＷＣ

城山史跡
公園

善昌寺

長天寺

宝蔵寺

宗川寺

全通院
勢至堂

徳善寺

瀬谷銀行跡
(明治 40 年創業)

木がうっそうと茂る林
の中に、閉鎖された木の
門があります。養蚕業が
盛んだった明治 40 年に
創業し、30年間にわたっ
て地域の金融業の中心に
なって実業界・政界・庶
民の生活に大きな足跡を
残しました。今でも銀行
橋や銀行坂があります。

瀬谷
銀行跡

徳善寺の毘沙門天
(銘木のカヤ、タラ
ヨウ)

《八福草：ハギ》
強面で悪を懲らしめ、

厄除けの頼りになる開運
の神様です。

義民の碑
明治政府が課した地租

税に反対し瀬谷村外六ヶ
村は東京上等裁判所に上
訴した。五年に及ぶ異議
申立は勝訴に終わった。
代表 川口儀右衛門、平
本平右衛門は心労から病
没したが、その遺功を称
(たた)え、村民が碑を建立
した。

宝蔵寺の弁財天
《八福草：ツワブキ》
福よかで包容力のある

唯一の女神様です。芸能
と知恵の神様です。

西福寺の布袋尊
(銘木の千年シイ)

《八福草：オモト》
知恵袋を持ち、おおら

かな笑顔で福徳円満と安
産を授ける神様です。筆
供養の碑があります。

宗川寺の福禄寿
(銘木のメオトイ
チョウ)

《八福草：オオガハス》
いつも鶴を連れ、叡智

と洞察力で固まった長い
頭の神様です。人望と人
徳の神様です。

瀬谷市民の森
(昭和 51年 4月 18.8ha)
和泉川の源流がある落

葉の降り積もったくぬぎ
林は、壮観です。平地林な
ので、杉・ヒノキの植林が
整然と行われていて、歩き
やすく安心して散策でき
る森です。森の奥には返還
予定の米軍上瀬谷通信隊
が在ります。


