
2023年 1月 3日(火) 

特定非営利活動法人 

町田ウォーキング協会 1月例会(1) 

町田市民ウォーキング 

招福三天神初参り 
10km(難易度:☆) 

 

    小さき手を 打ちて母見る 初詣 

              伊藤睦子(梅林同人)  
あけまして おめでとうございます。  

先ずは元気なあなたにお会い出来た事、その上、ご一緒に初参り出来るのは本当におめでたい、今年一年、
明るく楽しい年になるのは間違いなしです。私は福や幸(しあわせ)は、積極的に行動して、掴みに行くもの
だと思っています。今年も頑張りましょう。 

これからお参りする三天神社は、何れも水に関係があります。水は人間の生活には無くてはならない物で
す。水辺には縄文、弥生時代から人々の暮らしが在りました。人々は、天災、苦しみ、悲しみ etc.から逃れ
るためには祈りしかありませんでした。特に災害の多い日本ではありとあらゆるもの(多神教)にお祈りしま
した。日本人の素地の内にはあらゆる宗教(仏教、キリスト教、オウム真理教、統一教会等)を受け入れます。

あまりにも天災、人災、苦難が多いからだと思います。 

町田天満宮は境川沿いに天正年間(1573～1591)に鎮座し住民の生活を守って来ました。今日の町田商店街
の発展は天満宮のお陰です。9月の例大祭は雨天になるので有名です。最近、神輿は大勢の助っ人によって
担がれ、活況を呈しています。参拝客が沢山いてお祓いは出来ませんので、菅原神社で‥‥。毎月 1日は境
内で開かれる骨董市は有名です。 

菅原神社は、境内から井出之沢の湧水が鎌倉時代から旅人の渇きを癒し謡曲にも謡われています。又、鎌
倉街道と鶴川街道の合流地で交通の要衝になっています。ここから境川一帯は北条時行と足利尊氏が鎌倉幕

府の興亡をかけて戦った井出の沢の古戦場です。戦いの凄惨さを伝える相模原市古淵の大日堂には合戦の死
者を弔うために今でも毎月 7日頃に年寄りが集まり和讃(ワサン）を唱えています。和讃は合戦の様子をうた
ったものです。菅原神社でお祓いを受けます。 

南大谷天神社は恩田川沿いに在り、明治4年(1871)に廃宗になった虚無僧寺南松寺跡に建てられています。
虚無僧寺は当時、不穏分子の集まりと見られていましたので廃宗になり、今では尺八の流儀と時代劇の中に
残っているに過ぎません。南大谷天神社で楽しみにしていた甘酒の接待はありません。12/24の下見で氏子
さんに確認したところ「コロナ禍から甘酒接待は中止しており、来年も中止する」との返事でした。 

次会は境川の下流になる横浜市瀬谷区の八福神を 2回に分けてお参りします。前半 1月 12日(木)「笑門大
吉八福神参り」は明治末から大正時代にかけて絹の道の終点で、マユの取引で栄え、銀行が設立されていま
す。蔵の街として知られています。後半 2月 4日(土)は江戸時代、将軍が鷹狩をした場所です。天候が良け
れば雄大な富士山が拝めます。何れも非常におめでたい場所です。御朱印帳を差し上げます。 

初参り、お疲れ様でした。いただいた福を大勢の方に分けてあげてください。次会も笑顔のあなたとご一

緒にお参り出来るのを楽しみにしております。                      村田淳郎 

                                                                                                                           例会名 距離 集合場所 受付 コース 解散場所 解散 

1/12  
(木) 

笑門大吉八福神 
参り (前半) 9k☆☆ 

小田急江ノ島線鶴間駅
下車徒歩 6 分鶴間 1 号
公園 

8:45～ 
9:00 

城山史跡公園、瀬 
谷本郷公園(昼)、 
瀬谷駅 

相鉄線瀬谷駅前 13:30 

2/4  
(土) 

笑門大吉八福神 
参り (後半) 6k☆ 相鉄線瀬谷駅 

8:45～ 
9:00 

長天寺、宝蔵寺、 
西福寺、宗川寺、 
全通院 

小田急江ノ島線桜ヶ丘駅前 12:00 

2/23 
(木) 

目下、冬眠中(新治・
三保・都筑の森) 

8k☆☆☆ 
15k☆☆☆ 

JR 横浜線十日市場駅南
口徒歩 4 分日向山公園 

8:45～
9:00 

新治・三保・都筑
の森 

若葉台中央バス停(十日市場行、長津田行) 

JR 横浜線中山駅前 

13:00 
15:30 

3/11 
(土) 

河津桜と富士山
(早春の花見旅) 10k☆☆ 小田急線開成駅前 

8:45～
9:00 

尊徳堤、寒田神社、
西平畑公園河津桜 小田急線新松田駅前 15:00 

3/30
(木) 

麻生川の桜 6k☆ 小田急多摩線黒川駅
前 

9:15～  
9:30 

真光寺尾根、 川崎フロ 

ンターレ練習グラウン 

ド、修廣寺、麻生川 

小田急線新百合ヶ丘駅前 12:00 

No.729 

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 

キミノセンリョウ 
(天満宮手前) 

サザンカ 
(本町田団地手前) 



これからの例会のご案内                                                                                                         

1月 12日(木) 
 笑門大吉八福神参り(前半)： 
9㎞(難易度:☆☆) 
集合：小田急江ノ島線鶴間駅下車徒歩 6分 

鶴間 1号公園 9時 
解散：相鉄線瀬谷駅前 
予定コース：鶴間 1号公園―大和市役所―城山史跡公園―妙光寺―善昌寺―瀬谷本郷公園(昼食)―徳善寺―瀬谷

駅前 
 横浜市瀬谷区は町田とは境川、鎌倉古道、絹の道でつながっています。雄大な雪をいただいた富士山を背
景に、江戸時代は将軍の鷹狩が行われた所です。又、絹の道の終点で、マユの取引で瀬谷銀行が設立されて
います。非常におめでたい場所です。2回に分けてお参りします。御利益のある御朱印帳を差し上げます。
お楽しみに。 
 
2月 4日(土)  笑門大吉八福神参り(後半)： 
 相鉄線瀬谷駅の裏には鷹見塚が在ります。江戸時代、
雪をいただいた富士山を背景に、この辺りで鷹狩が行わ
れていました。境川迄の南西斜面一帯が狩場でした。又、
境川沿いに点在するサバ神社を農民、庶民が子供の無病
息災を願う七サバ巡りが、冬の風物詩でした。おめでた
い例えの「一富士、二鷹、三ナスビ」は家康が好んだ物
です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 
 

2月 23日(土) 目下、冬眠中(新治･三保･都筑の森)： 
 横浜市北西部に位置する広大な丘陵地帯です。私が足
を踏み込んだ 25年程前には、都筑の森にはニホンザルが
生息していました。そんな日本最大の森も一部を残して
ズーラシア(動物園)、植物園になってしまいました。自
然観察、森林浴の森して利用していましたが、市制 100
周年事業で開発されました。それでも十二分に楽しめま
す。かつて例会中スズメバチに襲われ、全国ニュースに
なった三保市民の森を訪れます。 
 
3月 11日(土) 河津桜と富士山(早春の花見旅）： 
 2月中旬、早咲きの河津桜の開花便りが届きます。何と
なく、そわそわし落ち着きません。伊豆の河津は遠いの
でなかな出かけられません。日帰りで気軽に楽しめる小
田急線新松田で花見する事にしました。西平畑公園の河
津桜は、松田町で植樹し管理しているので、入山料 200
円徴収されます。200円払っても河津桜と景色は一見の価
値があります。中澤酒造で新酒の試飲をします。 
 ※入山料 200円。 
 
3月 30日(木) 麻生川の桜： 
 春、何時も小田急の車窓から見える麻生川の桜は気に
なっていました。今回、初めてチャレンジします。桜は
咲いているでしょうか？ 見応えがあるでしょうか？ い
ずれにしても楽しみな初めてのウォークです。 
※麻生川…一級河川鶴見川の支流。 

 

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 

1 月 6 日(金) 初詣、亀ヶ池八幡宮 12km JR 相模原駅北口広場 9:00 
1 月 25 日(水) 原町田七福神巡り 15k/11k/7k 小田急相模大野駅相模大野中央公園 9:00 
 

ガ
ザ
ニ
ア(

本
町
田
団
地)

 

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 

1 月 10 日(火) 初詣飯山観音 12km 厚木サンパーク広場 9:00～9:30 

1 月 27 日(金) 吾妻山の菜の花 13km 小田急線秦野駅南口下車徒歩 5 分 おおがみ公園 9:00～9:30 

2 月 8 日(水) 町田三天神巡り 11km 町田シバヒロ広場(小田急線町田駅北口下車徒歩 10 分) 9:00～9:30 

2 月 16 日(木) 曽我の梅林 10km 小田急線開成駅前 9:00～9:15 

2 月 25 日(土) AWA 総会ウォーク 10km 海老名運動公園 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 

例会等のイベントの実施 or 中止、雨天順延などは当日午前 6 時までに HP でお知らせします。 

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


 

 

 

 

 

 

13.ゴール 
小田急線玉川
学園前駅前 

1.集合 JR 横浜線町田駅
中央口下車徒歩 2分 
東急ツインズ裏 

町田天満宮 
菅原道真公を主祭神と

して日枝社と飯綱社を合
祀して天正年間にこの地
に鎮座、と説明してあり
ます。町田には三天神(天
満宮、菅原神社、南大谷
天神社)が祭(マツ)られ
ています。9 月下旬の天
満宮の例大祭は毎年雨が
降る事で有名です。例大
祭は町田中心街のお祭り
で、町内会毎に御輿(コ
シ)が出て賑わいます。毎
月 1 日には境内で骨董市
が開かれます。 

南大谷天神社 
今は無くなってしまった

虚無僧の寺、南松寺が在っ
た所です。虚無僧寺は、明
治 4 年太政官布告によって
廃寺、廃宗となり、歴史の
上から消されました。虚無
僧は、禅宗の一派である普
化宗の僧で、托鉢をしなが
ら露宿(野宿)し、「菰(コモ)
に座して足れり」と質素を
教義とすることから菰僧と
もいい、暮露(ボロ)という
言葉も、そこから生まれた
様です。尺八を法器とし、
長髪で深編笠をかぶり、黒
衣に袈裟がけで、首から貰
い物を入れる「げ箱」を下
げ、時代劇に登場します。
現在では、尺八修行か物ご
いの手段としてしか存在し
ていないようです。南松寺
の貴重な遺物として、石仏、
井戸、本堂額、歴代住職の
位牌、墓碑が残っています。
各地にあった虚無僧寺も公
園や宅地になり、面影をと
どめていません。関東一の
寺であった青梅の鈴法寺
は、公園になっていて、隔
世の感があります。 

菅原神社 
鎌倉街道と鶴川街道との合流点にあり、本町田の天神様とし

て親しまれています。約 70 本のソメイヨシノの古木が繁る参
道や境内は、桜の名所になっています。ここ井出の沢は、建武
2 年(1335 年)に最後の執権北条高時の子、北条時行(通称 相
模次郎)が鎌倉幕府の再興をかけて、足利直義と戦った古戦場
です。井出の沢は、きれいな清水が湧き、弁当の干飯を食べる
のによい場所であったので、鎌倉時代の謡曲にも謡われていま
す。そんな湧き水も、まわりの住宅開発が進み、残念ながら涸
れてしまいました。なお、北条時行は、足利尊氏に敗れ、捕ら
えられて腰越の滝ノ口で、正平 8 年(1353年)に斬殺されます。 

芹ヶ谷公園 
(11ha 昭和 57 年開園、町
田市) 
市街地から 600ｍから

700ｍの距離にあり、谷戸
や斜面を利用した公園
で、市民の憩いの場にな
っています。園内には５
ヶ所の湧水があり、子供
たちが楽しく水遊びが出
来るように、池や流れが
造られています。又、湧
水は公園近隣の水道水と
して使われ、町田市内で
一番おいしい水と評判で
す。公園の南東には、日
本で唯一版画を中心とし
た国際版画美術館があ
り、版画美術の発信基地
となっています。 

12. 南 大
谷天神社 

6.芹ヶ谷公
園 ＷＣ 

3.原町田青
空広場ＷＣ 

4.町田天満
宮 ＷＣ 

7.町田中央
公園 ＷＣ 

ボケ 

オモト 

シャコバ 
サボテン) 

JR 横浜線 
町田駅 

10. 大 石 灯
籠(鈴木家) 

11.恩田川 

9.菅原神社 

モンテンジ
クアオイ 

御神水 

2.境川 

マメガキ 

2020年 1月 3日(火) No.729 

招福三天神初参り 

きょうのコース 
1.JR横浜線町田駅中央口下車 
徒歩 2分 東急ツインズ裏 
9時集合 

 
2.境川         0.3km 
3.原町田青空広場 ＷＣ 0.9km 
4.町田天満宮 ＷＣ   1.3km 
5.三橋國民 鎮魂祈念館 1.6km 

  (勝楽寺釈迦堂 L階) 
6.芹ヶ谷公園 ＷＣ   3.7km 
7.町田中央公園 ＷＣ  5.6km 
8.都旧跡井出の沢古戦場  5.9km 

    ＷＣ         
9.菅原神社       5.9km 

10.大石灯籠(鈴木家)   6.5km 
11.恩田川        6.6km 
 
12.南大谷天神社     8.3km 
 
13.小田急線玉川学園前駅前 

10㎞ゴール 13時頃   9.5km 

キミノセ
ンリョウ 

8.井出の沢
古戦場ＷＣ 

ヒマラヤ 
ユキノシタ 

ユッカ(キミ
ガヨラン) 

キダチ 
アロエ 

クロガ 
ネモチ 

ナンテン 

トウネズ 
ミモチ 

5.三橋國民 
鎮魂祈念館 

ガザニア
ナンテン 

サザンカ
ナンテン 


