
2023年 1月 12日(木) 

特定非営利活動法人 

町田ウォーキング協会 1月例会(2) 

町田市民ウォーキング 

笑門大吉八福神参り(前半) 
8km(難易度:☆☆) 

 

    過去は過去 未来は未定 初御空 

              安住久代(梅林同人)   
長年(64年間)町田に住んで近辺を歩き回り見つけた、一番おめでたいと思われる場所は、横浜市瀬谷区で

す。町田とは境川の下流に位置し、鎌倉街道や絹の道でもつながっています。地図上では「斧」の形をした
町田が先端部分で接しています。 

瀬谷は鑓水から始まった絹の道の終点になります。町田を経由して運ばれたマユは瀬谷で市が立ち、取引

が行われました。取引を支えるために銀行が設立され、町田にも支店が開設されています。横浜銀行の前身
になります。マユの取引には農民、小作も講の金を使って参加しています。屋敷林、蔵、立派な屋敷、大木
が目につきます。ここで取引されたマユは、工場で生糸に加工されて、横浜から西洋に輸出されました。空
襲されてないので、当時の工場跡、街道、蔵、屋敷、欅、銀行等が現存しています。 

相鉄線瀬谷駅裏(北西方向)には鷹狩りに利用した鷹見塚が在ります。この辺りから境川迄の西側斜面の草
原が狩場でした。背景には富士山が望めます。戦の無くなった徳川時代には、鷹狩りはリラクゼーション的
な意味合いを持っていました。こんな近くで鷹狩りが行われていたなんて想像していませんでした。今なら
見学に行ける距離です。最初に訪れる妙光寺には鷹匠の墓が在ります。一富士、二鷹、三茄子はおめでたい
物の例えです。徳川家康の好物(好きな物)でした。農家の庭先で販売されている野菜は新鮮で安いです。下
見の楽しみになっています。 

戦後、米軍に接収されていた海軍通信基地が 3年前に返還されました。広大な広さの土地は何になるのか、

市民の関心事です。カジノ案は消えた様ですが‥‥。私たちは返還前から下見をして、コースを作っていた
のですが‥‥残念ながら、いまだに立ち入り禁止で歩く事が出来ません。いっぱい魅力のある瀬谷ですが、
鷹狩りの時代背景、規模 etc.に興味があり、調べてみようと思う方がいらしたら、是非、私とご一緒しませ
んか。サバ神社は資料不足で、起源、由来は依然として不明です。 

ウォーキングの楽しみの一つは、全然面識の無いあなたにお会い出来る事です。地位、名誉、財産等、こ
の世のしがらみと無関係で、唯、歩くためだけに来ていただいたあなたと出会う事です。そんな出会いで新
しい第二の人生を踏み出した方もいます。私は 4ヶ国語を話す方と外国旅行を楽しみ、貴重な経験をしまし
た。全国各地にウォーキング仲間がいます。打算の無い、歩く楽しみで結び付いた仲間です。 

最大の楽しみは、大自然に接し生きている喜びを感じる事です。花が咲き、鳥が歌い、生かされている有
難さを感じます。ウォーキングは素晴らしいです。歩けば歩く程、素晴らしさを実感します。 

次会 2月 4日「笑門大吉八福神(後半)」であなたにお会いす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 

2/4  
(土) 

笑門大吉八福神 
参り (後半) 7k☆ 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・若葉台団地
(昼)・三保・都筑・
四季の森 

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)
桜祭り協力金 200 円 

10k☆☆ 小田急線開成駅東口
前開成駅前第 2公園 

9:45～
10:00 

尊徳堤、寒田神社、
西平畑公園河津桜 
(昼)、中澤酒造 

小田急線新松田駅前 14:00 

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 

4/6 
(木) 

尾根緑道の桜 4k☆ 
9k☆☆ 

JR 横浜線淵野辺駅前 8:45～
9:00 

矢部八幡宮、尾根緑
道、中央休憩広場
(昼)、馬場十字路 

小山田桜台バス停 
JR 横浜線矢部駅前 

11:30 
13:30 

No.730 

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 

ホソバヒイラギナンテン 
(大和市役所の先 500m) 

ヤエザキスイセン 
(深見歴史の森手前100m) 
 



これからの例会のご案内                                                                                                         

2月 4日(土) 
 笑門大吉八福神参り(後半)： 
6㎞(難易度:☆) 
集合：相鉄線瀬谷駅前 9時 
解散：小田急江ノ島線桜ヶ丘駅前 12時頃 
予定コース：瀬谷駅前―長天寺―瀬谷駅(WC)―鷹見塚―宝蔵寺―西福寺(WC)―宗川寺(WC)―全通院勢至堂―

桜ヶ丘駅 
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。 
 
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 
 

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。 
 

4月 6日(木) 尾根緑道の桜： 
 久しぶりにうったりと花見を楽しみます。例年、市の
桜祭りとぶつかり、人波に揉まれながらの花見でしたが、
今年はのんびりと生きてる喜びを感じながら楽しみたい
と思っています。時期をずらしたので、散り際の桜を花
吹雪の中で味わいたいと思っています。たまには一杯‥
‥いいもんです。大自然相手の計画です。思い通りにな
るかは神頼み！ 

 

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 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 
4 月 16 日(日) 多摩よこやまの道(500 選) 20k/10k 小田急・京王永山駅下車永山公園 9:00 
4 月 29 日(土) 第 2 回相模原の歩きたくなる道 30k/15k/10k 小田急線相模大野駅下車相模大野中央公園 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 

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/


 

 

 

 

 

 

1.集合小田急江ノ
島線鶴間駅下車徒
歩6分鶴間1号公園 

日枝社の大ケヤキ 
樹齢約 300 年、目通り周り

5.2m、樹高 40m 
今から 400 年前、北条家臣、

馬廻り役、久米玄蕃之助の小
姓、松浪内蔵が日枝神社に牛頭
天皇(スサノオノミコト)を祀
っていました。渡御のたびに流
行病や大げんかがあるので、元
亀元年(1570 年)頃、氏子が相
談し拝殿と大ケヤキの間にス
サノオノミコトを埋めてしま
いました。現在でも正月の〆縄
を納めたり参拝する風習が伝
わっています。 ※渡御(とぎ
ょ)…(みこしの)おでまし。 

妙光寺の大黒尊天 
(日蓮宗、蓮昌山) 
《八福草：キキョウ》 
「宝船日本からも一人乗り」俳風柳

多留。八福神の中で日本の神様は、な
んと因幡の白兎を助けた大黒様だけで
す。農業、台所、財宝の神様です。打
出の小槌で福をいっぱい打ち出してい
ただきましょう。 
白雉 3 年(652 年)明光禅尼の開基。

弘安五年(1282年)9月17日日蓮上人宿
泊により日蓮宗改宗。鷹匠の墓。梵鐘
(神奈川県重要文化財、鎌倉時代)。 

善昌寺の恵比寿神 
(浄土宗、慈光山) 
(銘木のイチョウ、
タブノキ)《八福草：

キチジュウソウ》 
風折烏帽子をかぶり、

鯛を釣り上げて笑顔の恵
比寿様は家内安全と商売
繁盛の神様です。 
鎌倉光明寺の末寺。天

文 2 年(1533 年)開山。本
尊は阿弥陀仏。 

長天寺の達磨大師 
(臨済宗建長寺派、相澤山) 
《八福草：ススキ》 
七転八起の強運と根性

と長寿の神様です。縁起
ダルマの両目を入れて大
願成就。 
応永元年(1394 年)開

創。本尊は釈迦牟尼仏。 

全通院勢至堂の寿老人 
(徳善寺別院) 
(銘木のフジ) 《八福草：フジ》 
幸運なら富士山が拝めます。寿老人

は長寿と知恵の神様です。元気で長生
き出来るように、心をこめて合掌・礼
拝・懇願････。 
開創は寛永年間(1624～1643 年)。本

尊は夢の御告げで掘り出された勢至菩
薩。本堂は寛政 9 年(1798 年)の建立。 

宗川寺の福禄寿 
(銘木のメオトイチョ
ウ) (日蓮宗、白東山) 
《八福草：オオガハス》 
いつも鶴を連れ、叡智と洞察

力で固まった長い頭の神様で
す。人望と人徳の神様です。 
寛永 2 年(1625 年)日賢上人

開祖。 

西福寺の布袋尊(真言宗豊山派、猿王山) 
(銘木の千年シイ)《八福草：オモト》 
知恵袋を持ち、おおらかな笑顔で福徳円満

と安産を授ける神様です。筆供養の碑があり
ます。 
天文 3 年(1534 年)創立。本尊は不動明王。 

宝蔵寺の弁財天 
(高野山真言宗、瀬谷山) 
《八福草：ツワブキ》 
福よかで包容力のあ

る唯一の女神様です。芸
能と知恵の神様です。 
治暦 2 年(1066 年)秀

恵比丘尼の開基。本尊は
不動明王。 

徳善寺の毘沙門天 
(銘木のカヤ、タラヨ
ウ) (曹洞宗、瀬谷山) 
《八福草：ハギ》 
強面で悪を懲らしめ、厄除け

の頼りになる開運の神様です。 
弘治元年(1555 年)に創建。玄

室泰存禅師開山。本尊は釈迦牟
尼仏、脇待に文殊、普賢の菩
薩を祀る。 
義民の碑 
明治政府が課した地租税に反

対し瀬谷村外六ヶ村は東京上等
裁判所に上訴した。五年に及ぶ
異議申立は勝訴に終わった。代
表 川口儀右衛門、平本平右衛
門は心労から病没したが、その
遺功を称(たた)え、村民が碑を
建立した。 

9.瀬谷本
郷公園 
昼食ＷＣ 

 

城山史跡公園(深見城跡) 
この城は太田道灌に攻められ落城した山田伊賀守経

光の居城といわれています。築城は 1559 年頃で牢場
坂、馬場屋敷、中屋敷などの城跡を示す地名が今でも
残っています。 
城跡の南の四万坂では大田道灌軍と山田伊賀守軍合

わせて 4 万の軍勢が戦ったと伝えられています。 
城跡の北側の大和市北部下水処理場からは長堀南遺

跡が発掘され、今から 19,700 年前の氷河期旧石器時代
から中世に至る石器や土器が出土した珍しい重複遺跡
です。地上から 2.5ｍ下の関東ローム層の中と古富士
山噴火前の地層とに住居跡や遺跡が見られます。 

瀬谷銀行跡 (明治40年創業) 
木がうっそうと茂る林の中に、閉鎖され

た木の門があります。養蚕業が盛んだった
明治 40 年に創業し、30 年間にわたって地
域の金融業の中心になって実業界・政界・
庶民の生活に大きな足跡を残しました。今
でも銀行橋や銀行坂があります。 

11.ゴール 
相鉄線 
瀬谷駅前 

2023年 1月 12日(木) No.730 
笑門大吉八福神参り(前半) 

きょうのコース 
1.小田急江ノ島線鶴間駅下車徒歩 6
分鶴間 1 号公園 9 時集合 

 
2.大和市役所 ＷＣ    0.4km 
3.深見歴史の森      1.5 ㎞ 
4.城山史跡公園      2.3km 

瀬谷駅バス停 ＷＣ     8.1 ㎞ 
長天寺・達磨大師       8.6km 
世野(せや)の原の鷹見塚   9.6km 
宝蔵寺・弁財天      10.2km 
西福寺・布袋尊 ＷＣ   10.6km 
宗川寺・福禄寿 ＷＣ   11.8km 
全通院勢至堂・寿老人   13.1km 
 
小田急江ノ島線桜ヶ丘駅前 

15km ゴール 16 時頃    15.3km 

5.妙光寺・大黒尊 ＷＣ  3.8km 
6.善昌寺・恵比寿神    4.4km 
7.瀬谷銀行跡       4.7km 
8.日枝社         5.9km 
 
9.瀬谷本郷公園 昼食 ＷＣ 6.4km 
 
10. 徳善寺・毘沙門天    7.1km 
 
11.相鉄線瀬谷駅+ 

ゴール 13 時 30 分頃  8.0km 
 

小田急江ノ 
島線鶴間駅 

長天寺 

宗川寺 
ＷＣ 

西福寺 
ＷＣ 

10.徳善寺 

7.瀬谷 
銀行跡 

6.善昌寺 

5.妙光
寺ＷＣ 

2.大和市役
所 ＷＣ 

 

ヤエザキ
スイセン 

シロミノ 
マンリョウ 

下瀬谷橋バス停 
相鉄線瀬谷駅行 
14: 02 27 52 
15: 17 42 
16: 07 32 57 

4.城山
史跡公
園 
天竺坂 

大和市北部浄
化センター 

ヒイラギ 
ナンテン 

ヤブコ
ウジ 

3.深見歴
史の森 

世野(せや・瀬谷)

の原の鷹見塚 
慶長年間(1596 年～1614

年)徳川幕府は旗本(鷹匠)長
田忠勝、白政の兄弟に瀬谷
を鷹場として与えました。
この鷹見塚は相模国 4 郡の
鷹狩指揮所の一つとして築
かれました。5 代将軍綱吉
の貞享 4 年(1687 年)「生類
あわれみの令」により鷹狩
は禁止になりましたが、8
代将軍吉宗の享保元年
(1716年)に復活し幕末まで
続きました。 ゴール小田急

江ノ島線 
桜ヶ丘駅前 

シシユズ 

フユザ 
クラ 

カワヅザ
クラ 

ハクバイ 

8.日枝社 

コウバイ 

ジュウガ
ツザクラ 

ホソバヒイラ 
ギナンテン 

宝蔵寺 

瀬谷駅バ 
ス停ＷＣ 

全通院
勢至堂 

メゾンホ
ワイト 

ナノハナ 

クチナシ 

カンザキ
アヤメ 


