
2022 年 5 月 5 日(祝・木)
特定非営利活動法人
町田ウォーキング協会 5 月例会(2)

町田市民ウォーキング
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:☆☆)

ふくらんで 山迫りくる 若葉かな

橋本幸子(梅林同人)
JR 横浜線相原駅はのんびりとした佇まいの中を若者が降りて行きます。法政、家政大、造形大の学生が

行き交っています。横浜線に沿って八王子方面に向かうと、御殿峠へつながる多摩丘陵の北西部になり、町
田と八王子の境界の尾根になっています。町田側は相原緑地として都が保護していますが、八王子側は丘陵
を切り崩して住宅地になっています。

丘陵手前の畑は陽田谷戸で、国分寺の瓦を焼いた窯跡が在った場所です。横浜線相原トンネルを造る時、
偶然発見されましたが、工事を急ぐあまり、埋め戻されてしまいました。今は、その痕跡を見る事は出来ま
せん。

豆柿の大木を左に巻いて進んで行くと、右手に緩やかな登道が、最近、MWA が利用してしている一番楽な
登道です。若葉の中を 5,6 分程、登ると尾根道に辿り着きます。深山幽谷に踏み込んだ様な気分ですが、ち
ょっと足を伸ばすと丘陵は切り崩されて住宅地が出現します。鶯の声を聞きながら、緩やかな尾根を登り下
りしながら、大鷹が生息している森を通り抜けて、鎌倉古道に出ます。相原中央公園は野外遊びが楽しめる
自然公園です八王子方面から続いている鎌倉古道は、相原で境川沿いの道と繋がり、江ノ島へ通じています。
古色然たる落葉の積もった鎌倉古道を歩いて往時を偲びます。相原ゴルフ場の脇から法政大に入り、下り坂
の途中に、隠蔽送信所跡が在ります。ここから、ポツダム宣言受諾を送信しました。

法政大学の野球、テニス等の合宿所が在り、広い構内を連絡するバスが走っています。市民活動にも協力
的で、長年の間、便利に利用させてもらっています。正面の丘陵の中には、起伏に富んだジョギングコース
が在ります。道探しで八王子を歩いている途中で、偶然迷い込んで見付けたコースです。大学では一般に公
開していないので、ほとんどの方は知りません。毎回、許可を取り、利用させてもらっています。木立の中
を整備された土の道が続いています。

八王子市館町清掃工場から正面の山に入ります。ここから雨降り山に向かいます。三年前に歩いた時に杉
の伐採が始まっていましたが、こんな大規模だとは思いませんでした。外材に押され、山林の維持が難しい
昨今、他人事とは言え、いささか心配になります。昔、雨乞いをした雨降り山でグリーン 2デー 2日目は終
りになります。町田市は美しい緑に恵まれた市です。こんな素晴らしい自然を子、孫の代まで残したいと思
って微力ながら活動を続けています。今、至る所で開発が進んでいます。是非、一緒に活動しましょう。

次会は 5月 19 日(木)「防人の道」です。一級河川鶴見川源流の丘陵の東側(多摩市)を歩きます。多摩市
を 2回に分けて回遊します。団地を建設するため、一帯を掘り起こして造り上げたので、東京では一番多く
の遺跡が見つかっています。団地が出来る前は、古道が縦横に通じていて楽しい場所でした。そんな昔を知
っているので、余計に郷愁が募るのではないでしょうか。お疲れ様でした。次会も元気で笑顔のあなたとご
一緒出来る事を楽しみにしております。 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
5/19
(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

9/3
(土)

涼・成瀬尾根散
策

5k☆☆
10k☆☆

JR 横浜線成瀬駅下車徒歩

5分南成瀬中央公園

8:45～

9:00

成瀬尾根、奈良山公園

(昼)、沢谷戸自然公園

東急こどもの国駅前
小田急線鶴川駅前

12:00
14:00

No.715

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

カキドオシ
(陽田谷戸)

キンラン
(相原中央公園)



これからの例会のご案内
5 月 19 日(木)
防人の道たまの横山①
東順路(500 選):

14km・11km(難易度:☆☆)
集合：小田急多摩線多摩センター駅前 9時
解散：11km：小田急多摩線唐木田駅前 14 時頃

14km：小田急多摩線多摩センター駅前 15 時頃
予定コース：縄文の村―旧冨澤家―鶴巻西公園―別所公園―せせらぎ緑道―長池見附橋―ネイチャーセンタ

ー(昼)―長池上小山田陸橋―大妻女子大(唐木田駅)―Ｙ字橋―奈良原公園―多摩中央公園―多摩セン
ター駅

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 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

9月 3 日(土) 涼・成瀬尾根散策：
成瀬尾根は町田市(東京都)と横浜市(神奈川県)との境

界の尾根です。横浜市側の尾根には源流(鶴見川)の森の
標示が在り、この尾根は分水嶺である事を示しています。
町田市側は住宅地として 60 年程前に開発されました。
こどもの国が陸軍の弾薬庫だったので、20年余り開発が
遅れていましたが、今は目覚ましい発展を続けています。
TBS 緑山スタジオやゼルビアの練習グラウンド等が目を
引きます。

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
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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
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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/


第 5 号 七国・相原特別緑
地保全地区
(平成 19年 12月 18日指定、39.8ヘ

クタール)
この緑地は町田市(28.1ヘクタール)

と八王子市(11.7ヘクタール)にまたが
り、多摩丘陵の自然地形が良く残って
います。境川支流陽田川の源流があり
ます。クヌギ、コナラが森を作り、オ
オタカや数多くの小鳥たちの楽園にな
っています。遊歩道も整備されていて
何時歩いても気持のいい森林浴が楽し
めます。鎌倉古道や七国峠といった歴
史的遺構も静かに息衝いている町田市
最後の貴重な緑地です。

平和祈念碑 文：根上 淳
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

1.集合 JR 横浜線
相原駅西口広場

相原駅
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 5
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。

法政大学多摩キャンパス
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 9,000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
前町田市長の母校です。

東京家政学院大学
1925年大江スミにより

創立。町田キャンパスは
1984 年に開設してから
30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。人文学
部、家政学部の 1年から 4
年までの約 1,200 名が学
んでいます。

青少年センター
入口 バス時刻
JR 相原・橋本駅
行
14:27
15:13 53
16:43

10.鎌倉古道

きょうのコース
1.横浜線相原駅西口広場

9 時集合

2.尾根道 0.6km
3.陽田谷戸(かわらけ谷戸)

0.8km
7.オオタカの森 2.5km
8.七国峠 3.1km
9.相原中央公園 ＷＣ 4.1km

10.鎌倉古道 4.5km
11.東京家政学院大学

ＷＣ 5.6km
12.ゆくのき学園 7.2km
13.法政大学下り 7.7km
14.多摩送信所跡 8.1km
15.法政トンネル 8.2km

16.法政大学バス停 ＷＣ 8.3km
12 時頃 8 ㎞ゴール

17.総合棟 昼食 ＷＣ 8.4km

18.平和祈念碑 8.7km
19.法政大学

ジョギングコース 8.8km
20.館町清掃工場

入口信号 11.0km
21.権現平 12.2km
22.雨乞い場 13.0km
23.都立大戸緑地 ＷＣ 13.4 ㎞

24.青少年センター入口バス停
15 時頃 14 ㎞ゴール 13.9km

24.
青少年センタ
ー入口バス停
14km ゴール

7.オオタ
カの森

18.平和祈念碑

雨乞い場の碑
その昔、この地では旱

天が続き作物に被害が出
た時、部落総出で氏神な
どに降雨の祈りを捧げる
のが習慣になっていまし
た。この丒田の山頂は祈
りの場所とされ、昭和 22
年7月31日の雨乞いが最
後でした。現在、雨乞い
場の碑が建っています。

雨乞いの歌

東に黒雲おったった
西に雨雲回わるとき

南に雷出たとさ
北に回ると雨降るとさ

町田市民ウォーキング
グリーン 2 デー (第 2 日)

秘境、奇跡の里山
2022 年 5 月 5 日(祝・木)
NPO 町田ウォーキング協会 No.715

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

19.法政大学ジ
ョギングコース

都立大戸
緑地

平成 23年 4
月 1 日開園。
面積 10.75ha。

13. 法 政
大学下り

12. ゆ く
のき学園

20.館町清掃
工場入口信号

22.雨乞
い場

23.都立大戸
緑地 ＷＣ ヤ

エ
ヤ
マ
ブ
キ

6.展望台

ホウチャ
クソウ

カントウ
カンアオイ

オオア
マナ

セリバヒ
エンソウ
ン

5.展望台

9.相原中央
公園 ＷＣ

17.法政
大学総合棟
昼食 ＷＣ

かわらけ谷戸
(大正 15年東京都旧跡指定)
JR相原駅のトンネル附近谷戸(陽田谷戸)か

ら大量の土器(須恵器 10～11世紀)が出土し、内
側をくり抜いた登り窯跡が数基発見されまし
た。当時珍しいので東京都の旧跡の指定を受け
ました。横浜線敷設工事(1909年)で破壊され、
窯跡もわからなくなってしまいました。なお、
この陽田谷戸から八王子にかけての山林には
約 20基窯跡(八王子南部窯址群)が見つかって
います。ここで生産された須恵器は関東各地で
出土し、形式分類の目安になっています。

多摩送信所跡
(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。

15.法政ト
ンネル 4.登り口

2.尾根道

21.権現平

ヤマツ
ツジ

クサノ
オウ

ノゲシ

ミツバツ
チグリ

ヤブレ
ガサ

タン
ポポ

キ ン
ラン

シロツ
メグサ

8.七国峠

チゴ
ユリ

ジ ュ ウ
ニ ヒ ト

3.かわ
らけ谷
戸

クサ
イチゴ

キラン
ソウ

カキド
オシ

16.
法政大学バス停
ＷＣ 8km ゴール
JR 相原駅行
12:20 35
13:00 20 49
14:05 33 50
15:19 35 59

14.多摩送
信所跡

11.東京家政学
院大学 ＷＣ

おさる様
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。


