
開催 例会名 距離 集合場所 受付 コース 解散場所 解散
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.716

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

サラサウツギ
(榎戸公園手前)

キンシバイ
(せせらぎ緑道)



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

6月 24 日(金) 相模原北公園のアジサイ 13km JR 相模原駅北口 9:00
7 月 27 日(水) わお！坂道 座間の坂道 10km 谷戸山公園 9:00
8 月 10 日(木) グランベリーパークのスヌーピー 10km 相模原中央公園 9:00

シ
モ
ツ
ケ

(

大
妻
女
子
大
学
裏)

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 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。）



(昭和 46年 1月 1日市制施行、人口 147,552
人、男 72,210人、女 75,342人、世帯数 73,698
2022.4.1現在)
多摩丘陵の北端に位置し、面積は 21.08平方キ

ロメートルです。大阪の千里ニュータウンになら
い、首都圏近郊の大規模住宅地として多摩ニュー
タウンは開発されました。多摩丘陵を造成して出
現した、新、未来都市として注目を集めました。
都心を小田急・京王線が結び、立川とは多摩都市
モノレールが新設されました。又、市を北東へ通
じる尾根幹線(道路)は府中で国道 20号につなが
っています。市制施行以来 36年が経過し、児童
、生徒の減少と急速な高齢化の影響が深刻な問題
を提起しています。小中 37校中 11校廃校、商
店街は閉店、廃業で空洞化しています。歩いてい
るだけで廃校、閉店が目に付きます。人口は「よ
こやまの道」を作った平成 20年より約 1,300人
増加しています。少子化、高齢化が進み、廃校や
団地は空き家が目立つ中での人口増加は、市の努
力(大学誘致等)と周辺の宅地化によるものと考
えられます。いずれにしても多摩市の動向は注目
に値します。頑張れ 多摩市！

赤駒を 山野に放(はが)し 捕りかにて
多摩の横山 徒歩(かし)ゆか遣らむ 万葉集
※放し…逃がし ※かに…接尾語かぬ(できぬ)の連用形…できない

「赤駒を山野に逃がして、つかまえることが出来なくて、夫を多摩の横山を歩かせてしまうのだろうか。」という防人の妻の
心づくしの歌です。「よこやまの道」はこの万葉集の「横山」から名づけられています。多摩丘陵の尾根に当たるこの道は、
西国と東国を結ぶ交通の要衝として利用されてきました。この東西に伸びる尾根道には鎌倉古道が縦走、横断し、その痕跡や
さまざまな伝説が語りつがれています。古代から江戸時代に渡って政治、軍事、文化、産業、社寺参詣などを目的として、東
国と西国間の交易を行う商人や武士団、巡礼者や新撰組ゆかりの人々も往来したと思われる歴史とロマンに彩られた道です。

多摩丘陵には、縄文時代の遺跡が多数あります。ここもそうした縄
文時代の遺跡の一つで、遺跡をこわさないように盛土をしてつくりま
した。竪穴住居のまわりには、4,500 年前の樹木(約 50 種)や野草を植
え、湧水もその場に再現しました。庭園の中に入って縄文時代の生活
に思いをはせてください。縄文時代前期・中期の復元住居と敷石住居
が復元されています。復元住居保存のために輪番で住居内で火がたか
れています。

埋蔵文化財センターは考
古遺物などの調査研究と発
掘調査を行うための活動拠
点として、また多摩ニュー
タウン遺跡群の遺物を収蔵
する施設として、昭和 60 年
に建設されました。

自然とふれあう自然体
験学習施設です。植物や昆
虫、地域の歴史などの展示
や講習などを通して自然
や里山について学習や体
験することが出来ます。

里山文化の継承と住民コミュニティの形成を目的とした公園です。
その中心的役割を長池ネイチャーセンターが担っています。
日本の重要な里地里山 500選に選定(環境省)

①多様で優れた二次的自然環境を有する
②里地里山に特融で多様な野生動植物が生息・生育する
③生態系ネットワークの形成に寄与する

長池見附橋は、大正 2 年
(1913 年)9 月竣工した東京の
四ッ谷見附橋を移設、再建した
ものです。四ッ谷見附橋は
1913 年(大正 2 年)に竣工した
上路式鋼製アーチ橋で、長さ
37ｍ、幅 22ｍあります。都内
最古の陸橋でネオ・バロック調
の装飾は簡素で洗練された美
しさを見せています。交通量の
増加に伴い移設されました。
江戸城には 36 見附(城門の

外で見張りの番兵を置いた所)
があったといわれています。現
在では四ッ谷見附、赤坂見附に
その名称が残っています。

(歴史ミュージアム)
多摩丘陵が発展、開

発される様子や多摩ニ
ュータウン誕生から現
在までと未来展望がわ
かりやすく展示されて
います。

小さな、可愛い植
物園です。植物の事
でしたら何でもご
相談ください。コー
ヒー、ランチもあり
ますよ。お気軽にご
利用ください。

唐木田百本枝垂
桜、染井吉野の並
木があります。

2022 年 5 月 19 日(木) No.716

きょうのコース
小田急多摩線・京王相模原線
多摩センター駅前
マグレブ前広場 9時集合
縄文の村・展示ホール ＷＣ 0.3km
多摩美大美術館 1.0km
白山神社 1.2km
多摩市立グリーンライブセンター

1.4km

鶴牧西公園 ＷＣ 2.9km
川井家しだれ桜 3.3km
小田急多摩線唐木田駅 3.8km
榎戸公園 ＷＣ 4.2km
唐木田百本シダレ 5.0km
別所公園 5.3km～5.6km
せせらぎ緑道 5.6km～6.4km
長池見附橋 6.5km
長池ネイチャーセンター
昼食 ＷＣ 6.9km

よこやまの道方面口 7.7km
長池上小山田陸橋 8.0km
よこやまの道東順路 8.4km

大妻女子大 9.7km
小田急多摩線唐木田駅 10.6km
11km ゴール 14 時頃

Y 字橋 11.4km
奈良原公園 ＷＣ 11.8km
武蔵野音大パルナソス多摩 12.2km
旧富澤家(くつろぎの広場) 12.8km
多摩中央公園 ＷＣ 13.0km
パルテノン多摩 13.1km
小田急多摩線・京王相模原線
多摩センター駅前 13.4km
14km ゴール 15 時頃

小山田城主の側
室が住んでいて、唐
木田の隠し砦とよ
ばれていました。

江戸時代初期から連光寺村の名主を代々務め、明治天皇
始め皇族が行幸、行啓した際に「御小休所」として利用し
た由緒、格式ある屋敷です。主屋の建築は建築形式、手法
から 18 世紀中頃から後半にかけてと推定されます。入母
屋造りの式台付玄関のある建物は多摩市では当家一軒だ
けです。移築にあたっては茅葺を銅板葺きに変えて復元し
てあります。表門(薬医門)は元治元年(1864)に建築され
たということが棟木の墨書によって判明しました。
※行幸(ギョウコウ)…みゆき、旅行、天皇の外出。
※行啓(ギョウケイ)…皇太子、皇太子妃、皇太孫の旅

行。


