
2022 年 5 月 3 日(祝・火)
特定非営利活動法人
町田ウォーキング協会 5 月例会(1)
町田市民ウォーキング

グリーン 2 デー(第 1 日)

多摩丘陵散策
16km(難易度:☆☆☆☆) 13km(難易度:☆☆☆) 8km(難易度:☆☆)

さびしさも
まと

纏ひ戻りぬ 花衣

和田貞子(梅林同人)

町田市は、地形的には神奈川県に属しています。町田市に最源流が在る一級河川鶴見川、二級河川境川の

河口は相模湾です。道路も川沿いに通じています。都の府中市、日野市、八王子市、多摩市とは多摩丘陵が

交通の障壁となっています。

こんな町田市が東京都に移管されたのは、多摩川が都の飲料水として利用されるに伴ったもので、その間、

自由民権運動が盛んだった町田は、多摩川と一緒に神奈川県から追い出されたと言われています。自由民権

運動の資料が鶴川の自由民権資料館に保存されています。

町田の背骨の様な多摩丘陵は、交通の障壁となっていて、横浜線相原トンネルや小田急線玉川学園トンネ

ルは苦心の末、造られました。町田市民の長年の夢だったモノレールは工事が先延ばしされ、何時出来るか、

不明です。多分、私の生きている内には出来そうもありません。

こんな多摩丘陵を利用して、日大三高、早実、町田ゼルビアのグラウンドが造られています。都、横浜の

発展に伴い多摩丘陵にも開発の波は押し寄せて来ています。都は緑地や保存地域に指定して多摩丘陵の保全

に務めています。MWA も「公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会」に加入して微力ながら子孫たち

に自然を残すために活動しています。

今日は、七国山緑地保全地域の鎌倉古道(上の道)と図師小野路歴史環境保全地域を通り、自然の素晴らし

さを実感していただきます。この景観を守るためにボランティアの市民団体の活動があります。感謝、感謝

です。この一帯は、朝日新聞社が選んだ「にほんの里 100 選」に東京から唯一、選ばれています。都内最古

の城跡(小野路城址)が在ったと伝えられています。

四季、何時訪れても風のそよぎと小鳥のサエズリや若葉、青葉の里山に溶け込み、歩いているだけで日頃

の疲れが癒やされます。森林浴で人間性回復効果が得られる素敵な場所です。30 年前に初めて歩いたとき

に感じた喜びと感動は、今でも変わりません。木の葉の散った冬も空の広さ、青さが際立ち、気持ちがいい

です。道に迷っても 10 分程歩けば車道に出ます。熊、猪、鹿は居ません。安心して歩けます。是非、家族、

友人 etc.と一緒に歩きに歩いてください。町田自慢の里山です。

5月 5日は八王子市と境界の里山を歩きます。素晴らしい里山です。歩いて感動を分かち合いましょう。

是非、お出で下さい。 村田淳郎

開催 例会名 距離 集合場所 受付 コース 解散場所 解散
5/5
(祝木)

グリーン 2 デー(第 2

日)秘境、奇跡の里山

8k☆☆
14k☆☆☆☆

JR 横浜線あいはら駅
前

8:45～
9:00

七国峠、法政大学(昼)、

権現平、大戸緑地

法政大学バス停
青少年センター入口バス停

12:00
15:00

5/19
(木)

防人の道たまの横
山①東順路(500 選)

11k☆☆
14k☆☆

小田急多摩線多摩セ
ンター駅前

8:45～
9:00

鶴牧西公園、長池公
園(昼)、Ｙ字橋

小田急多摩線唐木田駅前
小田急多摩線多摩センター駅前

14:00
15:00

6/2
(木)

防人の道たまの横
山②西順路(500 選)

11k☆☆
14k☆☆

小田急多摩線多摩セ
ンター駅前

8:45～
9:00

乞田川、多摩東公園
一本杉公園

一本杉公園
小田急多摩線多摩センター駅前

14:00
15:00

6/18
(土)

ほー ほー 蛍
こい

9k☆ JR 横浜線あいはら駅
前

16:30～

17:00
相原中央公園(夕)、境

川、城山ふれあい水路

円林寺前バス停 20:35

7/2
(土)

ミニウォーク
座間散歩

7k☆☆
小田急線相武台前駅下車

徒歩 8分かにが沢公園

8:45～
9:00

(座間市役所 7 階
展望室見学)

小田急線座間駅前
11:30

8/21
(日)

暑さを忘れてブ
ルベリー摘み

6k☆☆
JR 横浜線古淵駅下車
徒歩 3 分古淵北公園

8:45～
9:00

龍像寺、忠生公園
(昼)、浅沼ブルーベ
リー園

三家バス停 ※売り 100g 220 円 13:00

No.714

例会予定一覧 昼食場所で午後から歩く方の受付をします。問い合わせは、090-8747-1958 へ

カロライナジャスミン
(井手ノ沢公園)

ナニワイバラ
(井手ノ沢公園の先)



これからの例会のご案内
5 月 5 日(祝・木)
グリーン２デー第 2日
秘境、奇跡の里山：

14km(難易度:☆☆☆☆) 8km(難易度:☆☆)
集合：JR 横浜線あいはら駅前 9時
解散： 8km：法政大学バス停 12 時頃

14km：青少年センター入口バス停 15 時頃
予定コース：相原駅ー陽田谷戸ー七国峠ー相原中央公園(WC)ー鎌倉古道ー東京家政学院大学(WC)ー多摩送信

所跡ー法政大学バス停(WC ・ 9km ゴール)ー総合棟前(昼食・ WC)ー平和祈念碑ー法政大学ジョギング
コースー権現平ー雨乞い場一都立大戸緑地(WC)ー青少年センター入口バス停

町田市は、地図では、神奈川県に突き刺さった様な斧の形をしています。地形上は、横浜市、多摩市、八
王子市とは多摩丘陵(標高 70m～150m)によって隔てられています。鶴見川(一級河川)、境川(二級河川)は、
相模湾に流れ込んでいます。交流や交通の障害となっている多摩丘陵は、首都の肥大化に伴い、開発の波に
晒されています。NPO MWA の活動場所も何ヶ所か無くなりました。こんな素晴らしい自然、里山がすぐ近く
に在る事を実感してください。

5月 19 日(木)防人の道たまの横山①東順路(500 選):
6 月 2 日(木) 防人の道たまの横山②西順路(500 選):
多摩市を囲む様に作られた外周道路を横山(防人)の道

と名付けました。ネーミングが良かったのか、今では
「美しい日本の歩きたくなる道 500 選」の中でも、年
間 500 人近くのウォーカーが歩いている人気のコースで
す。コースは東順路(14km)と西順路(14km)になっていて、
通して歩けば 1日で 28km になっています。健脚には軽
く歩けます。是非、皆さんも挑戦してみてください。

6 月 18 日(土) ほー ほー 蛍こい：
町田(東京都)では、2級河川境川の最源流は大地沢

(草戸山中腹)だと言われていますが、相模原(神奈川県)
では城山が源流だと言っています。蛍は相模原側の川か
ら発生します。幻想的な幽玄の世界へ。あじさいもキレ
イです。

7 月 2 日(土) ミニウォーク 座間散歩：
県立座間谷戸山公園を散策します。座間市は湧水が豊

富で、ヤマトタケルが東征の折り、食料と馬等を調達し
た場所と言われています。陸軍士官学校が設置されたり、
米軍極東司令部が置かれています。そんな座間市を視点
を変えて歩いてみたいと思います。

8 月 21 日(日) 暑さを忘れてブルーベリー摘み：
この時期、完熟ブルーベリーが暑さを癒やしてくれま

す。長年、手塩に掛けて育てたブルーベリーは最高の出
来栄えです。ご賞味あれ！一粒千金、万金の味！摘み放
題、食べ放題！町田に唯一在る富士塚と御成街道一里塚
を訪ねます。 ※売り 100g 220 円

お知らせ
清年(75 才以上の会員)････参加人数の減少に伴い、経

費不足のため廃止。
※例会は歩くのに危険じゃないかぎり雨天決行です。
※参加費は、一般 500 円、会員(含相模原･県央･あつぎ)
200 円、他協会 300 円、清年会員 200 円です。
※例会参加には健康保険証の写しを御持参ください。

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
会長 村田淳郎
Tel: 090‐8747‐1958
Fax: 042‐795‐5201
https://www.npomwa.org

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 090-4134－5808
開催日 例会名 距離 集合場所 集合時間

5月 10 日(火) 多摩よこやまの道(13-8) 20k/10k 永山北公園(小田急・京王 永山駅)
5 月 17 日(火) ツアー・オブ・ジャパンのコースを歩く 26k/15/11k 橋本公園(京王・ JR 橋本駅) 9:00
6 月 24 日(金) 相模原北公園のアジサイ 13k JR 相模原駅北口 9:00

お誘い：あつぎ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 080-6814－7272
開催日 例会名 距離 集合場所 集合時間

5月 13 日(金) 小田原フラワーガーデン 13km 小田急線開成駅改札口 9:00
5 月 25 日(水) 王禅寺参拝ウォーク 11km 小田急線新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ 9:00
6 月 4 日(土) KWA 川シリーズ#18 中津川 18k/9k 小田急線本厚木駅 5分厚木バスセンター階上 9:00～9:30
6 月 20 日(月) 相模沿線ウォーク 11km JR 相模線社家駅 9:00～9:30

特定非営利活動法人町田ウォーキング協会(NPO MWA）の例会に参加される皆様へ
a. 参加するための必要条件は、新型コロナワクチン 3回接種済み又は直近 PCR検査で陰性です。

b. 事前にご自宅で検温を行い、熱があったり風邪など体調不良の時は参加を見合わせてください。

c. 「うつさない・うつらない」をモットーに次の 3項目を順守してください。万一の時は氏名等を第三者に

提供することがあります。

1．受付時、検温と手指の消毒噴霧に協力してください。

2．ソーシャルディスタンスを確保し、歩行中は出来るだけ会話を控えてください。

3．歩行中も原則としてマスクを着用してください。（ただし、熱中症対策として休憩時や他の人と十

分な間隔が取れるときは適宜マスクを外すことが出来ます。）

http://machidawalking.sports.coocan.jp/


22. 一 本 杉
公園 ＷＣ
13km ゴール

図師小野路歴史環境保全地域
(昭和 53年東京都指定、33.2ha)
一歩足を踏み込むだけで多摩丘陵の自然の素晴らしさがお分か

りいただけます。コナラの林や巨木のスダジイ(シイ)も生い茂る
恵まれた環境の中で 37種類もの野鳥が生息しています。平安末
期に築かれたといわれる小野路城址、この城の水源であったと思
われる小町井戸、滝つぼと呼ばれる湧水、城との関係をうかがわ
せる乗越八幡跡、こうせん塚などの史跡も見られます。昔ながら
の多摩丘陵の自然が唯一保存されている貴重な地域です。

七国山緑地保全地域
(昭和 52年 12月東京都指定)
広さ 10ha、町田市のほぼ

中心部に位置する自然豊か
な里山です。クヌギ、コナラ、
エゴノキと植林されたスギ、
ヒノキ、モウソウ竹の林でコ
ジュケイ、キジ、ウグイス、
ホオジロなどの野鳥も見ら
れます。歴史を秘めた鎌倉井
戸、木立をかいくぐるように
鎌倉古道が通じています。

町田ダリア園
(昭和 52年開設、1.5ha)

季節には 500 種、
4,000 株のダリアが美
しい花を咲かせます。
社会福祉法人まちだ育
成会かがやきが園の運
営とダリアの手入れに
あたっています。7月
～10 月が開園期間な
ので今は入れません。

小野路城址
平安末期に小山田有重

によって築かれた小野路
城は、城址としては都内で
最も古いものの一つです。
文明 9年(1477年)長尾景
春の乱で本丸の小山田城
(大泉寺が城址)が攻め落
とされているので、副城の
小野路城もこの時に運命
を共にしたものと思われ
ます。この間 300年小山
田荘の防備の要となって
いたのでしょう。

小町井戸
本丸跡の北側にあり、少量な

がらも涸れることのない湧き水
です。小野小町がこの水で目を
洗って病を治したという伝説か
ら小町井戸といわれています。

こうせん塚
シイの古木の根

元に「こうせん婆さ
ん」と呼ばれる塚が
あり、咳の神として
古くから信仰をあ
つめています。昔、
麦こがし「香煎(こ
うせん)」にむせて
死んだ老婆を祀っ
たものといわれて
いますが、ここに小
野路城の関門があ
って「関の神、通せ
ん場」といわれ、そ
れが「咳の神、こう
せん婆」とかわった
という説もありま
す。

乗越(のりごえ)

八幡跡
城 址 か ら 東 へ

200mの切り通しの
丘にあり、八幡は軍
神(戦神)ですから小
野路城との関係も
うかがわれます。形
状から古墳説もあ
ります。

滝つぼ
本 丸 跡 の 東 南

100m の 崖 下に あ
り、現在は野鳥たち
の楽園になっている
ので、自然保護の立
場から立入禁止にな
っています。

鎌倉古道、
鎌倉井戸

七国山を南北に縦貫
し、府中に通じている古
道です。新緑につつま
れ、小鳥のさえずりが
我々を歓迎してくれま
す。坂を登りきった所に
鎌倉井戸の埋め戻した
遺構があります。昔、旅
人がのどの渇きをいや
し、ほっと一息ついた所
です。

野津田公園
(平成二年設置、15.4ha)

緑豊かな自然環境に恵まれ
た丘陵地で、総計画面積
40.1ha の広大な敷地をもつ
町田市で一番広い公園です。
自然との調和を工夫してサッ
カー場、陸上競技場が造られ
ています。

バラ広場は 320種、約 700
株(つるバラ、大輪の花、姫バ
ラ等)がボランティアの協力
によって初夏と秋に花を咲か
せます。

町田市民ウォーキング
グリーン 2 デー (第 1 日)

多摩丘陵散策
2022 年 5 月 3 日(祝・火)
NPO 町田ウォーキング協会 No.714

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
会長 村田淳郎
Tel:090‐8747‐1958
Fax:042‐795‐5201
http://www.npomwa.org

10. 野 津田
車庫バス停
8km ゴール

町田駅行(根岸経由)
12: 02 15 25 30 45
13: 00 20 25 40
14: 00 22 25 40
町田駅行(本町田経由)
12: 08 23 53
13: 08 23 53
14: 08 23 53
鶴川駅行
12: 00 20 40
13: 00 20 40
14: 00 20 40

恵泉女学園大学
入口バス停
多摩センター行
13: 9 本
14: 10 本
鶴川駅行 13:33
14:33 15:33 58

11.野津田公
園集合広場
昼食 ＷＣ

20.小野
路辻

13.図師小
野路歴史環
境保全地域

1.芹ヶ谷公園
モニュメントＷＣ

JR 町田駅

12.展望広場

25.京王・小
田急多摩セ
ンター駅前
16km ゴール

ナニワ
イバラ

ウツギ

カロライナ
ジャスミン

5.井手ノ
沢公園

4.町田
中央公
園ＷＣ

クサボ
ケ

オダマ
キ

ホウチャ
クソウ

7.町田ダリ
ア園 ＷＣ

6.少年サッ
カー場下

14.こう
せん塚

15.乗越
八幡跡

23.一本
杉橋

24.恐竜橋

8.鎌倉井戸

9.鎌倉古道
上の道

18.小町井戸

16.滝
つぼ

タマノカ
ンアオイ

ジュウニ
ヒトエ

キンラン

17.小野
路城址

21.関谷の
切り通し

19.バイ
オトイレ

2.芹ヶ谷
公園ＷＣ

きょうのコース

1.JR 町田駅中央口下車徒歩 2分
東急ツインズ裏

9時 集合

2.芹ヶ谷公園
モニュメント ＷＣ 1.0km

3.芹ヶ谷公園 ＷＣ 1.4km
4.町田中央公園 ＷＣ 3.0km
5.井手ノ沢公園 3.4km
6.少年サッカー場下 4.8km
7.町田ダリア園 ＷＣ 6.2km
8.鎌倉井戸 6.7km
9.鎌倉古道(上の道 600m)6.8km

10.野津田公園バス停 7.9km
12 時 30 分頃 8km ゴール

11.野津田公園集合広場
昼食 ＷＣ 8.8km

12.展望広場 9.1km
13.図師小野路歴史環境

保全地域 9.6km
14.こうせん塚 10.0km
15.乗越(のりごえ)八幡 10.1km
16.滝つぼ 10.3km
17.小野路城址 10.6km
18.小町井戸 10.8km
19.バイオトイレ 11.6km
20.小野路辻 11.8km
21.関谷の切り通し 12.1km

22.一本杉公園 ＷＣ 13.1km
14 時 50 分頃 13km ゴール

23.一本杉橋 13.7km
24.恐竜橋 14.5km

25.京王相模原線・小田急多摩線
多摩センター駅前 16.1km
15 時 30 分頃 16km ゴール

1.集合 JR 町田駅
中央口下車徒歩 2 分
東急ツインズ裏


