
2022 年 6 月 2 日(木)

特定非営利活動法人

町田ウォーキング協会 6 月例会(1)

町田市民ウォーキング

防人の道たまの横山②
西順路(500 選)

14km(難易度:☆☆) 6km(難易度:☆☆)

蓮の花 親指姫の 城のごと
今井ひろみ(梅林同人)

「美しい日本の歩きたくなるみち 500 選 多摩丘陵よこやまのみち」のコースを作ってくれと、日本ウォ
ーキング協会から依頼されました。今から 17 年前(2005 年)の事でした。当時から、都下市町村にはウォー
キング活動をしている会が在りませんでした。一緒に下見をして歩いた 5人の仲間で、今もコースを歩いて
いる幸運に恵まれているのは私一人です。

久しぶりにコースを見直して、歩き易い、楽しいコースに作り変えました。年間 1,000 人近くのウォーカ
ーが全国から歩きに来てくれます。コロナで活動を休止している間、MWA(町田ウォーキング協会)の活動費
を支えてくれる貴重な存在です。

MWA のモットーは「車道を避けて、歴史、文化を訪ねて楽しんで歩く」です。競争している様に、速く歩
いたりはしません。風景や花 etc.を眺め、会話を楽しみながら歩きます。目指しているのは、ナンバーワ
ンではなくオンリーワンの会です。残念ながら、車道を歩くのが一般的(普通)です。

外国(オランダ)では、車道から車を締め出して、ウォーキング専用道にします。道では人間が主役です。
車は人間が便利に生きるための道具にすぎません。年に一日位、人間が人間らしく生きるために使うのです。
そんな豊かさ、余裕があるのが羨ましいです。だから、参加者は笑顔で、歌を歌ったり、踊ったり、仮装し
たり、好き勝手に楽しんで歩いています。日本人は黙々と生真面目に歩いています。言葉が喋れないせいだ
けではありません。自己表現が出来ないせいだと思います。私たちは「アイウエオの歌」を大声で歌いまし
た。周りの歩いている人たちも、笑顔でハミングしてくれました。20 年も前の思い出です。

私は 50 になった時、老後の暮らしの健康、経済、仕事 etc.を考えました。日本中を歩き回り、矍鑠(か
くしゃく)としている人を見る度に感銘を受け、歩く事の素晴らしさを実感していました。本格的にウォー
キングに取組もうと思い、あっという間に 85 歳になってしまいました。夢中になって、大勢の仲間に支え
られながら歩いている内に、何時しか、先輩たちの年齢を超えて歩いています。私の取組(歩く事)が間違っ
ていなかった事の証明です。これからも歩き続けます。歩く事と共に大切な事は、あらゆる事に興味を持ち、
チャレンジする事です。これからは梅干し漬け、酒造り、祖先(ルーツ)調べ etc.。世の中はわからない、
知らない事だらけ・・・。

歩いてお分かりの通り、団地はシャッター通りになり、学校も廃校が増えています。市制を敷いた時から
人口の増減がほとんどありませんので、子育て世代が巣立ち、住民の高齢化が進み、周辺マンションが新住
民の受皿になっています。人口のドーナツ化現象が見られます。地方の過疎化と共に問題です。

次会は 6月 18 日(土)「ほー ほー 蛍こい」で境川源流穴川の蛍を久しぶりに楽しみます。川沿いのア
ジサイも成長し、美しい花を咲かせています。たまには、ゆったりと幽玄の世界に浸りましょう。町田でも
「図師小野路歴史環境保全地域」の谷戸をホタルの里にすればいいのになあと思います。 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
6/18
(土)

ほー ほー 蛍
こい

9k☆ JR 横浜線あいはら駅
前西口広場

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

9/22
(木)

境川と水道みち 9k☆
JR 町田駅中央口下車徒

歩 2 分東急ツインズ裏

8:45～

9:00
鶴間公園(昼)、グラン
ベリーパーク(買物) 東急田園都市線南町田駅前 14:00

No.717

アフリカハマユウ
(瓜生せせらぎ散歩道)

ヤナギハナガサ
(諏訪四丁目)

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



これからの例会のご案内
6 月 18 日(土)
ほー ほー 蛍こい：

9km(難易度:☆)
集合：JR 横浜線あいはら駅前西口広場 17 時
解散：円林寺前バス停 20 時 35 分
予定コース：陽田谷戸(かわらけ谷戸)―相原ブルーベリー農園―相原中央公園(夕食)―鎌倉古道―新田橋

(境川)―原宿用水堀―広田小学校―ホタルの観察地(自由散策)―円林寺前バス停

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。

※ブルーベリー 売り 100g 220 円

9 月 3 日(土) 涼・成瀬尾根散策：
町田市と横浜市との境界の尾根です。尾根は学園尾根

を通り、岡上尾根(川崎市飛地)へと続いています。成瀬
切通を下り、三輪で新設されたゼルビア練習場を応援を
兼ねて見学します。

9 月 22 日(木) 境川と水道みち：
境川は、町田(東京)と相模原(神奈川)の境界になって

いる川です。河口は江ノ島で海に注いでいます。川沿い
には鎌倉道が作られ、人や文化、情報等の往来、伝達場
所でした。稲作も伝播された痕跡が在ります。水道みち
は相模川の水を飲料水として横浜、横須賀に送水する管
を埋設したみちです。境川を越えて導水されています。

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

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

ム
ベ

(

恵
泉
女
学
園
大
学)

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

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。）

気軽に見られるホームページ 今すぐ、お手元のスマホで NPOMWA を検索



瓜生一里塚跡
旅の目印や休憩のため、榎など木を植えた

塚を一里(約4キロ)ごとに設けました。
瓜生一里塚(跡)は、元和三年(1617)、家康

の遺骸を駿河国久能山から日光東照宮に移す
にあたって作られた道で、御尊柩御成道(ゴソ
ンヒツオナリミチ)と言われています。多摩市内
では唯一の一里塚で、ここから西南70m の鎌倉
街道をはさんで両側に設けられていました。

多摩よこやまの道
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。

旧富澤家
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。

遺跡庭園 縄文の村
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。

展示ホール
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。

2022年6月2日(木) No.717

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
乞田川遊歩道 1.4km
乞田・貝取ふれあい館 ＷＣ 2.2km
瓜生せせらぎ散歩道(900ｍ) 3.4km
瓜生一里塚跡 4.1km
三角橋際 4.5km

諏訪四丁目バス停
6km ゴール 11時30分頃 5.8km

多摩東公園 昼食 ＷＣ 6.0km

弓の橋 6.4km
よこやまの道丘の上広場 6.6km
諏訪ヶ岳 144.3m 7.7km
防人見返りの峠(約145m)
(多摩丘陵パノラマの丘) 8.1km

五差路(標識) 9.3km
一本杉公園 ＷＣ 10.7km
一本杉橋 11.4km
恐竜橋 12.1km
旧富澤家(くつろぎの広場) 12.9km
スポーツオーソリティ 13.5km

小田急多摩線・京王相模原線
多摩センター駅前 13.7km
14㎞ゴール15時30分頃

多摩東公園
昼食 ＷＣ

集合・ゴール
小田急・京王
線多摩センタ
ー駅前

スポーツオ
ーソリティ

6km ゴール
諏訪四丁目バス
停 永山駅行

10: 07 22 43 55
11: 09 24 49
12: 09 29 41 51
13: 06 41 27

よこやまの道
丘の上広場

弓の橋

防人見返
りの峠

諏訪ヶ岳

五差路(標識)

一本杉公園
ＷＣ

一本杉橋

恐竜橋

旧富澤家

縄文の村・
展示ホール
ＷＣ

乞田川

乞田・貝取ふ
れあい館ＷＣ

ツルハ
ナナス

瓜生せ
せらぎ
散歩道

スズカ
ケノキ

ギボウ
シ

フェイ
ジョア

瓜生一
里塚跡

三角橋際

ヤナギ
ハナガサ

ムベ

Ｗ

Ｗ
Ｃ

Ｗ
Ｃ

はるひの駅
分れ道

多摩市 (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！

グラジ
オラス

ユー
カリ

アフリカ
ハマユウ

マグレブ
前広場

下の川岸の道
を進み、三つ
の 橋 を 潜 る


