
平成 18 年 3 月 29 日(水)
特定非営利活動法人
町田ウォーキング協会 3 月例会(3)

花の町、大和散策
16km（難易度☆☆）
8km（難易度☆）

花の冷えと 花の重たさの 下をゆく
篠原 梵

あちこちの桜の開花がニュースを賑わす季節になりました。〝いよいよ春本番〟幸
いな事に今日のウォークは満開の桜を楽しめます。これも偶然です。早く咲いた時の
抑えとして日程を組んだのが当たりました。例年この時季は言い訳で頭を下げ通しで
すが、今年は胸を張れます。何はともあれ十二分に桜を堪能いただけます。引地川で
は、桜の下で休日は花見の酒宴が盛大に行われ、足の踏み場もない程ですが、平日の
今日は静かに観桜出来ます。
今年の冬は寒かっただけに、開花は遅れると予想したのですが見事にはずれました。

梅は遅れて咲きました。桜は 11 月から 1月の気温が低いと早く咲くのだそうです。
毎年見てるのに桜の特性を知りませんでした。桜は、江戸時代には日本の固有種と思
われていましたが、北半球の温帯に広く分布しているのだそうです。原種はヒマラヤ
の山麓に自生し、馴染み深い染井吉野も韓国の済州島に自生していることがわかって
います。桜は自生種 30 種と 300 種を超す栽培種があります。昔から日本人に愛され
親しまれている桜は、日常生活の内でもたびたび顔を出します。古くは、浮世絵の板
木として幹が、葉は桜餅として大島桜が利用され、八重桜は花やつぼみを塩漬けにし
て桜湯に用いられています。染井吉野・山桜の樹皮は漢方で薬用(せき、おでき)に、
うわずみ桜の樹皮はかば細工に使われています。又、桜草、桜海老、桜魚、桜肉、桜
がゆ、桜漬、桜炭、桜湯、桜餅、桜食、桜味噌、桜紙、桜貝……と桜を付けた物は沢
山あります。特に四季があり、農耕民族の日本人にとっては、桜の散りぎわの美しさ
潔(いさぎよ)さは、我々の心情に訴えるものがあります。

夫婦とて 死は別別に 花吹雪 山畑禄郎
人恋し 灯ともしごろを さくらちる 白雄
夢のはじめも 夢のをはりも 花吹雪 渡辺恭子

今日のウォーキングは桜だけではありません。境川の河岸段丘の久田緑地、谷戸頭
谷戸緑地等は、自然林が残っている貴重な場所です。私達も初めて歩く緑地です。境
川・大和市最後の秘境です。
さあ、探検、冒険に出発！お楽しみに！足下、車に、根っ子、石ころに気を付けて。

きょうのコース
小田急江ノ島線、相鉄線大和駅前
午前 9時 30分スタート

大和公園 ＷＣ 0.4km
柳橋歩道橋 1.1km
引地台公園 ＷＣ 2.0km
市営プール 2.8km
福田 1号橋 3.3km
福田会館 ＷＣ 5.1km
(大和コミュニティセンター)

田中八幡宮 5.4km
常泉寺 6.6km

札の辻信号 7.2km
福田 1号公園 昼食 ＷＣ 8.2km
小田急江ノ島線桜ヶ丘駅前 8km ゴール

上和田野鳥の森公園 9.0km～9.4km
谷戸頭谷戸緑地 10.7km～11.0km
宮久保公園 ＷＣ 11.6km
久田緑地 12.4km～14.3km
深見神社 ＷＣ 15.1km
佛導寺 15.2km
小田急江ノ島線、相鉄線大和駅前
16kmゴール 午後4時頃 16.5km
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これからの例会のご案内
4月 9日(日) 津久井城攻略：
18km(難易度☆☆☆☆☆)、11km(難易度☆☆)
集合：JR、京王相模原線橋本駅南口午前 9時
解散：11km：久保沢バス停(橋本行)

18km：津久井湖展望台バス停(橋本行)
午後 4 時頃

ついに決戦の日来たる。桜の開花に合わせて、花花しく津久井城攻略の火ぶたを切る。落城
は目前、兵(つわもの)ども猛猛しく勇め！散り降る花びらは勝利の証(アカシ)、宴の大盃で飲
み干さん。

4 月 15 日(土) 日本の桜・桜・桜
(春風駘蕩、春爛漫)：

15km(難易度：☆☆)
集合：JR 八王子駅南口 午前 9時
解散：JR 高尾駅前 午後 4時頃
参加費外に入園料 400 円必要です。
千人隊ゆかりの極楽寺、浅川沿いの桜並木、多

摩御陵と八王子の春をゆったりと満喫します。日
本中から集めた名木や多種多様の桜が咲き競っ
ている多摩森林科学園を訪れ、桜に酔いしれます。
桜好きにはこたえられない桜・桜・桜づけの一日
です。こいつあ、春から縁起が……。

4 月 29 日(土、みどりの日)
若草、青葉の里山：
23km(☆☆☆☆)、19km(☆☆☆☆)、14km(☆☆☆)
集合：JR 町田駅前 午前 9 時
解散：14km：一本杉公園(多摩センター行バス停)

19km：真光寺公園(鶴川行バス停)
23km：小田急線鶴川駅前 午後 5時頃

新緑の多摩丘陵は世界中に誇れる自然遺産です。私
達一番の宝です。自慢です。一度歩けばその魅力の虜
になること受けあいです。身も心も緑に染めて歩いて、
美しさ、素晴らしさを体感、実感しませんか。
5月 10 日(水) ふる里の風・森：

16km(難易度：☆☆☆)
集合：JR 横浜線成瀬駅前 午前 9 時 30 分
解散：小田急線鶴川駅前 午後 4時頃
恩田の里山、三菱の森と続く野趣豊かな道は、日頃

忘れている故郷を思い出させてくれます。寺家から鶴
川に通じている山道は、一人で歩くのには勇気がいり
ます。日常では味わえない自然の素晴らしさを実感出
来ます。新緑の森林浴ウォークです。
5月 21 日(日) 十二左馬巡り①(鎮守の森巡り①)：

16km(難易度：☆☆)
集合：小田急江ノ島線長後駅前 午前 9時
解散：小田急江ノ島線六会日大前駅前

午後 3 時 30 分頃
境川沿いに点在する左馬(サバ)神社を巡ります。左

馬神社の名称も由来も不明です。民俗学上もなぞに包
まれています。なぞ解きに挑戦しませんか？いずれに
しても、長年地域の人々に大切に守られて来た神秘的
な神社です。

5 月 27 日(土) 十二左馬巡り②(鎮守の森巡り②)：
16km(難易度：☆☆☆)
集合：小田急江ノ島線、相鉄線大和駅前 午前 9時
解散：小田急江ノ島線、相鉄線、市営地下鉄湘南台

駅前 午後 4 時頃
境川流域には、子どもの無病息災を願う「七サバ参

り」という民俗信仰が大正時代の中頃まで、盛んに行
われていました。現在では忘れ去られた風習になって
います。左馬、鯖、佐婆、佐波はサバ神社の漢字表示
です。
6 月 11 日(日) 北部丘陵探索：

17km(難易度：☆☆☆)、9km(難易度：☆☆☆)
集合：JR 相原駅前 午前 9時
解散：9km：法政大学バス停 相原・橋本行

17km：JR 片倉駅前 午後 4時頃
多摩丘陵の最北端に位置する北部丘陵は、町田市が

緑のダム(自然林と丘陵)として買収して保護に努め
ています。手つかずの自然と、一部の人にしか知られ
ていない未知の丘陵地帯です。一日中、緑の中を散策
し、森林浴を楽しみませんか。

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： 4月 1日(土) 午前 9時～11時
場所：町田市立総合体育館(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

4月 1日(土) カタクリの里 13km JR ・京王橋本駅北口 9時 20分
4 月 6日(木) サクラ、さくら、桜 17km JR 横浜線淵野辺駅前 9時 20分
4 月 16 日(日) KWA ・清流相模川 23km JR ・京王橋本駅北口 8時 50分
4 月 22 日(土) 相模川の芝桜＆総会 16km 小田急・相鉄海老名駅前 8時 50分
5 月 1日(日) 泳げ鯉のぼり 15km JR 淵野辺駅前 9時 20分
5 月 14 日(日) 相模原の歩きたくな

るみち
40km
20km

JR ・京王橋本駅北口 7時
9時

5月 27 日(土) 多摩の里山 15km JR 淵野辺駅前 8時 50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/
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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。深見
領主坂本家が常陸国鹿島神宮を崇拝し
たことから分霊のタケミカズチノミコ
トを祀ったものといわれています。天皇
家の安泰と国の隆盛・五穀豊穣をお祈り
しています。
「相模国十三座之内深見神社」の石碑

は市指定重要文化財です。
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。

常泉寺
(清流山、曹洞宗)

境内はきれいに整備され、ミツマ
タや福聚桜(アグシュザクラ)が咲
く花の寺として有名です。旧中根
家墓地は市指定重要文化財です。
入園料 300円です。

田中八幡宮
(御神像は市指定重要文化財)

山の牛田中囃子や獅子舞「二人
立」が天正年間(1573年～1591
年)から伝承されています。
(市無形文化財)

引地台公園
面積は 10haあり厚木基地のイ

ーストキャンプのあったところ
です。自由広場、多目的広場、児
童広場、温水プール、野球場等、
緑とスポーツを中心とした一日
中楽しめる公園になっています。

引地川
全長約 20km で相模湾

にそそいでいます。川沿
いの千本桜(福田 8丁目～
代官・田中 4号公園)は有
名です。水源は緑のトラ
スト運動で水源涵養林と
して保存されています。
周辺は、泉の森公園とし
て整備されています。」

大和市
(昭和 34年 2月 1日市政

を施行。面積 27.06ｋ㎡、
2006年 3 月 1 日現在人口
221,585人)

大和の名称は、村と村の
間でたびたび争いが起こ
ったので、これを収拾する
ために明治 24年、大きく
和するという願いのもと
につけられました。

平成 12年 4月 1日、全
国初の特例市の指定を受
けました。「地域のことは
地域で考え、地域で決め
る」という地方分権を推進
しています。

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。

佛導寺
(心縁山一心院、浄土宗)

鐘楼は市内で最古の 1698年に造
られたものです。市指定重要文化
財です。深見領主坂本家墓碑三基
と徳本念仏塔も市指定重要文化
財になっています。

上和田野鳥の森
谷戸を利用した小さな

自然公園です。静寂の中
に小鳥のさえずりと小川
のせせらぎが……。
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