
 

 

 
 

6km ゴール 
若葉台中央バス停 
十日市場行 
12: 12 36 43 03 08 10 22 29 35 

41 53 59 
13: 43 05 11 25 33 41 51 53 
長津田行 
11: 45 
12: 45 
13: 45 

若葉台団地 
(昭和 54 年 3 月入居開始) 
2018.9.1 現在、6,749 世

帯、14,198 人(女 7,499 人、
男 6,699 人)、県会議員 1 名
が生活する大団地です。 

三保市民の森 
(昭和 47 年 11 月開園、39.8ha) 
横浜市の緑地保全事業の一環として、

17 名の山林所有者の好意によって、山林
を市民に開放しています。横浜市の旭区と
緑区の境に沿って長く延びる、市内に残る
大きな森の一つです。谷や尾根が入り組ん
でいて、山林の中を縦横に走る散歩道の延
長は 9km にもなります。植林されたスギ、
ヒノキ、サワラ、シラカシの林が昼でも日
差しをさえぎり、暗くひんやりとした空気
は、深山幽谷に入り込んだかなと錯覚する
ほどです。 

四季の森公園 
 (平成 2年開園 43.8ha) 

神奈川県が住宅用地として購入し
た土地でしたが、豊かな自然が残っ
ているので公園として利用すること
になりました。 

失われつつある「横浜の四季」が
残されている貴重な場所です。里山
ならではの多種類の樹木が生い茂る
自然林と谷戸には豊かな湧き水があ
り、美しく四季を彩っています。 

梅・桜・菖蒲・花菖蒲等々、ホタ
ル・カエル・トンボ等々と多種の動
植物が見られ野鳥の楽園にもなって
います。東京周辺では珍しく此処の
自然環境の中で生育した源氏蛍が見
られます。 

住宅に囲まれているせいか、一年
中家族連れでにぎわっています。 

都筑自然公園 (103.3ha) 
「生命の共生・自然との調和」をテー

マに、横浜市制 100 周年記念施設とし
ての動物園と植物園(開園未定)を建設
中です。広さは横浜スタジアムの 40 倍
以上あり、21 世紀の国内で最大級の名
所の誕生です。現在も建設中で完成する
とズーラシアは 53.3ha の広さになりま
す。それに伴い、あれだけ広く自然が残
り素晴らしかった都筑の森が一部を残
して消えてしまいました。森の中の道も
途中でとぎれて方向もわからなくなり
ました。 

自然との調和・共生は悲しいお題目で
すね！一度破壊された自然は二度と甦
りません。森に住んでいた動物たちは何
処にいったのでしょうか？人間の身勝
手で生態系を壊すのは犯罪です。生物に
かわって告発します。 

ゴール 
JR 横浜線 
中山駅前 

若葉台団地 
昼食 ＷＣ 

動物 
病院 

平成 30 年 11 月 28 日(水)NO.665 

きょうのコース 
JR 横浜線十日市場駅下車徒歩 

4 分 十日市場日向山公園 
午前 9 時 30 分 集合 

 
横浜市十日市場地域ケアプラザ 
横浜市緑ほのぼの荘ＷＣ 0.2km 
にいはる里山交流センター 
 ＷＣ          1.6km 
新治市民の森   1.8km～3.3km 
 旭谷戸入口      1.8km 
 みはらし広場 森工房 3.0km 
ヘぼそ         3.3km 

東洋英和女学院大学    3.9km 
アバロン乗馬クラブ   4.2km 
三保市民の森   4.5km～4.8km 
三保市民の森入口 O-15  4.5km 

若葉台中学校      4.8km 
 
若葉台団地 
 昼食 ＷＣ      5.8km 
 若葉台中央バス停   6.1km 

6 ㎞ゴール 13 時頃 
 
みはらし橋陸橋     6.0km 
三保市民の森   6.8km～7.9km 
三保平        7.6km  
三保平トイレ      7.8km 

三保市民の森バス停    8.0km 
竹林          8.4km 
動物病院         9.0km 
水車           9.9km 
都筑の森    10.5km～11.5km 
西光が丘団地      11.6km 
四季の森公園  11.9km～12.8km 
西口トイレ      12.2km 
北口広場       12.8km 

 
JR 横浜線中山駅前   13.9km 
 15km ゴール 15 時 30 分頃 

集合 JR横浜線
十日市場駅下車徒
歩4分 十日市場
日向山公園 

新治市民の森 
(平成 12 年 3 月開園、66.2ha) 
横浜市で 23 番目の市民の森です。市の北方に位置し、

クヌギ、ナラ、スギ、ヒノキ、竹林の森です。横浜の原風
景の森や谷戸が、ありのままの姿で保存されている貴重な
場所です。横浜市内に残された最後で最大の森です。一度
足を踏み入れただけで、その素晴らしさを体感できます。
こんな自然がいっぱい残っていると思われる森でも、ホタ
ルは姿を消しトンボは少なくなりました。開発の波や農薬
の害が及んでいるのを目の当たりにします。訪れる人も増
えた今、ルールを守り、これ以上自然破壊が進まないよう
願うしかありません。横浜市では土地所有者の固定資産税
を負担したり、相続問題が起こると土地を買い上げて緑を
残す努力をしています。今日、これから巡る市民の森もそ
んな中から誕生したものです。いずれの森も維持管理は市
民ボランティアに支えられています。 

旧奥津邸 (平成 16 年開館) 
新治の大地主の屋敷です。長屋門は

江戸時代末期、土蔵は大正 15 年に建
築されました。いずれも横浜市歴史的
建造物に認定されています。銅版葺の
主屋は旧地主屋敷の形を残して平成 6
年に建て替えられています。 

地元の人は、今でも長屋門を通るの
をちゅうちょするそうです。地主と小
作の上下関係か、歴史的重みでしょう
か？ 

三保市民
の森 

水車 

北口広場 

西光が 
丘団地 

東洋英和 
女学院大学 

へぼそ 

都筑の森 

三保平
トイレ 

へぼそ 
新治のあたりでは、カラスビシャクの

ことを「へぼそ」と呼んでいたそうです。
そのカラスビシャクがこの付近に沢山
生えていたので「へぼそ」と呼ばれる様
になったとか・・・ 

JR 横浜線 
十日市場駅 

にいはる里山交流
センター 
(平成 24 年 4 月 1 日開設) 

奥津家の耕作地や作業
場のあった場所を整備し
て、誰でも気軽に訪れて、
交流出来る施設に生まれ
変わりました。「新治市民
の森」の情報発信基地にな
っています。 
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三保市民の森 
バス停 中山行 
12:09 47 
13:09 47 
14:09 47  

梅田バス停 
中山行 
12:12 50 
13:12 50 
14:12 50  
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