
2022 年７月２日(土)

特定非営利活動法人

町田ウォーキング協会７月例会(１)

町田市民ウォーキング

ミニウォーク 座間散歩
7km(難易度:☆)

素足好き 土に育ちし 遠き日々
山根穎子(梅林同人)

座間は昔から湧水で有名です。水があれば人の暮らしがあり、街が出来、道が通じ、文化が生れます。由緒ある寺

社も多く、点在しています。戦前には陸軍士官学校が手狭になった市ヶ谷から移転して来ました。その跡地には米軍

の司令部が置かれています。在日米軍キャンプ座間は、世界戦略上重要な最前線基地です。厚木基地と共に身近に在

る存在を意識しない訳にはいきません。

久しぶりに訪れる相武台前駅周辺の米軍相手の歓楽街は姿を変え、その面影を見る事も出来ません。谷戸山公園は
木々が生い繁り、森になっています。昼間も薄暗く、手入れの大変さを窺わせます。

例会を再開して 3ヶ月、参加者はコロナ前(2 年前)の半分(約 50 名)にも満たない状態です。淋しい限りです。歳を
とっても肉親や他人(社会)の世話にならずに生きるのには、歩く事が一番大切だと思い、活動して来ました。大病し
ても乗り越えられます。金もかかりません。唯、歩き続けるだけで、誰にでも出来ます。歩けない、歩かない理由は
すぐ見つかります。だけど、歩かなければ、歩けなくなります。あなたの足を動かすのはあなた自身です。誰もやっ
てくれません。金持、有名人も同じです。

「今、歩けるから大丈夫」と思っていませんか。三年後も歩けますか。それを証明するのは、今から歩く事だけで
す。自分の足は自分を裏切りません。誰でも歳を取り、歩けなくなります。克服(こくふく)するのは歩く事だけです。
唯、歩き続ける事だけです。歩き続ける事は難しい。いつも、なかなか出来ない。だから、みんなと集まって一緒に
歩こうとしているのです。仲間と一緒におしゃべりしながら歩けば、案外簡単に歩けるものです。

病み上がりの私も坂道や長い距離を歩くのは自信がありませんでした。例会でも、休み休み、遅れながら皆に付い
ていくのがやっとという状態でした。そんな状態で下見、例会と繰り返し、少しずつ努力しています。何時かは皆と
一緒に歩ける様になりたいと思っています。

歩く事は当り前‥‥何もしなくても歩けると思っていました。定年(60 歳)を前に、これからの人生をいかに生きる
かを真剣に考えていました。「人間は足から老いる」の格言に行き着きました。周りを見ても歩けなくなると、動け
なくなり、寝たきりになる現実を目の当たりにして、歩く事の大切さを認識しました。人間は本質的に苦痛から逃れ、
楽に生きたいと思っています。「歩かない、歩けない」自分を納得さす理由を直ぐ見つけます。別に歩かなくても、
今すぐ困る訳ではありませんので‥‥。でも、来年は今より歩く事が確実に大変になっています。誰でも歳を取り老
いて行くのです。85 年生きて来て実感するのは、まめに動いて、歩く人程、元気です。楽しく生きるためには歩く事、
動く事が大切です。うまい酒を飲むためにも、恋をするためにも、旅をするためにも‥‥。

次会、8月 21日(土)「暑さを忘れてブルーベリー摘み」です。この暑さはブルベリーにとっては自然の恵みです。
完熟の良質なブルーベリーが誕生します。でも本当の美味が味わえるのは健康だからです。是非、毎日、毎日歩きま
しょう。暑さなんかに負けず、歩き続けましょう。少しでもいいから歩きましょう。夏を味方にして汗をかいて頑張
りましょう！私はあなたの笑顔、笑い声が大好きです。元気なあなたにお会いするのを楽しみにしています。

村田淳郎

例会名 距離 集合場所 受付 コース 解散場所 解散

8/21
(日)

暑さを忘れてブ
ルベリー摘み

5k☆☆
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

木曽入口バス停
※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

110/8
((土) 御殿峠回顧 10k☆☆

京王相模原線多摩境駅

下車小山多摩境公園
8:45～
9:00

尾根緑道、絹の道資料

館(昼)、大塚山公園
JR横浜線相原駅 13:30

10/20
(木)

大地の恵み(い
も掘り)

9k☆
雨天順延

JR 横浜線橋本駅北口
いも代 2 株 320 円

8:45～
9:00

相模原北公園、
営農センター(昼
・いも掘り)

JR 相模線南橋本駅前 14:00
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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
8 月 21 日(日)
暑さを忘れて
ブルーベリー摘み：

5km(難易度:☆☆)
集合：JR 横浜線古淵駅下車徒歩 3分

古淵北公園 9時
解散：5㎞：木曽入口バス停 13 時頃
予定コース：古淵北公園―龍像寺―縁切り榎―境川―忠生公園(昼食)―浅沼ブルーベリー園―木曽入口

バス停

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。

10 月 8 日(土) 御殿峠回顧：
今から 6年前にトライした道です。小泉家屋敷、道了

尊、御殿山を訪れます。開発がどの程度進んでいるか、
下見をしていないのでわかりません。多分、以前とは大
きく変わってないと思うのですが、不安と期待に満ちた
楽しみなコースです。御殿峠の右側(町田から八王子に
向って)の鑓水を散策します。

10 月 20 日(木) 大地の恵み(いも掘り)：
この暑さは、さつまいもにとっては天の恵みです。大

地の中でいもが大きく育っています。さつまいもはそば
と同様に日本人を飢饉から救った食物です。戦後、農林
一号は配給になり、日本人の空腹を癒しました。大きく
て、まずい、いもも品質改良され、スィートポテト(黄
金千貫、紅あずま、鳴門金時、安納芋 etc.)として生ま
れ変わって、日本人の自慢の種になっています。

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

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
9 月 9 日(金) 境川よりグリーンウェイそして再びの境川 7km/13 ㎞ 鶴間公園 9:00
9 月 23 日(金) わお！坂道、大和の坂道 9km/13km 大和ふれあいの森 9:00
10 月 6 日(木) わお！坂道、旭区の坂道 12km 楽老南公園(相鉄線三ツ境駅) 9:00
10 月 21 日(金) 鶴見川の源流を訪ねる 13km 古淵北公園(JR 横浜線古淵駅) 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

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

http://machidawalking.sports.coocan.jp/
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きょうのコース
1.小田急線相武台前駅

南口階段下 9時集合

2.かにが沢公園 ＷＣ 0.6km
3.どんぶり坂 0.8km
4.栗原遊水地 1.4km
5.目久尻川 1.6km
6.第三水源ポンプ所 1.9km
7.階段 2.3km
8.座間市役所 2.9km
9.連絡通路 3.1km

<県立座間谷戸山公園
3.2km～5.2km>

10.パークセンター ＷＣ 3.2km
11.こもれびの小道(木道) 3.4km
12.わきみずの谷 3.7km
13.野鳥観察ウォール 3.8km
14.水鳥の池 4.2km
15.里山体験館 ＷＣ 4.4km
16.三峰神社 5.0km

17.小田急線踏切 5.2km
18.星谷寺 5.3km

19.小田急線座間駅前 5.8km
㎞ゴール 11時 30 分頃

「自然生態観察公園」として昭和 62年から準備が始められ、
11年かけて整備されました。園内は、「里のゾーン」「谷戸の
ゾーン」「山のゾーン」で構成されています。林をぬう木道は、
自然と接する楽しさを味わせてくれます。ぐるりと回るだけで
も半日、じっくり観れば、全部回るのに、何日もかかってしま
う公園です。今日は、約 4kmを 1時間半かけて楽しみながら
歩きます。

目久尻川の洪水対策と
して、昭和 56年から 10
年の歳月をかけ、三つの
遊水地を設け、10万立方
メートルのあまみずを溜
められる様になっていま
す。平日はテニス、野球、
釣堀(？)として、座間市民
の憩いの場になっていま
す。あたり一面、緑に囲
まれ穏やかな空気に包ま
れています。

目久尻川は下流の
平塚市で、一級河川
相模川に合流し相模
湾に注いでいます。
源流は相武台団地付
近で海老名市、綾瀬
市、藤沢市、寒川町
を流れ下っていま
す。寒川町では下水
処理水を放流してい
ます。相模川は神奈
川県の 6割の飲料水
を供給しています
が、最下流で目久尻
川が合流しても飲料
水には影響ありませ
ん。

坂の周囲の地形がどんぶり状
をしていたことに由来していま
す。この谷はとても深く、坂の勾
配が大変急で這う様にしなけれ
ば登れない様な坂でした。

人口 2022年 6月 1日現在
132,064人(男性 65,715人
女性 66,349人)

61,126世帯

(妙法山、真言宗大覚寺派)
奈良時代の高僧行基が
刻んだ聖観音が安置され
ている星の谷観音堂は坂
東三十三札所巡りの八番
の札所として知られてい
ます。巡礼街道や道しるべ
が今も残っています。境内
の梵鐘(国の重要文化財)は
嘉禄三年(1227 年)に佐々
木信綱が寄進したもので、
全国で 50番目、関東以北
では2番目に古く、撞座(鐘
をつく部分)が一ヶ所しか
なく、日本三奇鐘に数えら
れています。


