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2006 年度
定期総会

2006 年新年度開始にあたり
歴史古街道団・団長 宮田太郎
本格的な盛夏を間近に控え、古街道団団員の皆様も、
様々な健康づくりや体力維持・回復・増強など個々前向
きな計画をお立てのこととお喜び申し上げます。
当団も結成以来３年目に入り、５月の総会で新役員ス
タッフを総勢 23 名に増強し、新たな決意のもとスター
トを切ったところであります。これからも益々楽しく意
義深い企画を立て「古街道の里・多摩丘陵」をＰＲし、
郷土の歴史を掘り起こし、また近隣・関係市町や諸団体
との共同事業に力を入れてまちづくりに貢献していき
たいと思います。
本年４月１日から「多摩よこやまの道」は、管理主体
が都市再生機構から多摩市に移管されましたが、７月下
旬には唐木田から八王子市別所長池までの２キロがさ
らに加わり、合計 9.5 キロの全路線が開通します。
私もこの道の計画段階から歴史監修等のお手伝いを
させていただき、沿線の様々な伝説や民話を案内パネル
で現地に掲示しました。着工から５年ほどで全線完成と
なり、今後は行政枠を超えた万人から愛される歴史遊歩
道として自立し始めたともいえるでしょう。
当団で設置した「防人見返りの峠」標柱への関心も高
まってきたこととあわせ、これらを今後どのように活用
するか、その取り組みに期待が寄せられています。
好評だった「さきもりま
つり」は今年も８月から準
備会を立ち上げる予定です。
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11 月 23 日・勤労感謝の日に実施するまつり当日に向け、
当時の時代衣装に扮した防人たちやその妻、家族、防人
部官、女官などの参加者を広く募集いたします。さらに
直前の１０月には多摩市教育委員会と古街道団共催の
「よこやまの道ウォーキング」も開催されることが決定
しました（関連記事２面）。団員の皆様方には引き続き、
ご家族・友人にも声を掛けて戴き、古道探索ウォーキン
グや感動的なイベントに積極的なご参加・お力添えを賜
りますよう、お願い申し上げます。

団の運営体制を整備
第２回（２００６年度）定期総会は６月２７日（土）多摩
市関戸公民館に於いて３７名（委任状提出７６名、合計
１１２名・定足数３９名）の出席で開催されました。
団長挨拶に続き、前年度事業報告のほか新年度活動
計画・予算・規約改正・役員選出など、用意された７件
の議案について審議を行い、いずれも拍手多数で承認さ
れました。これにより２００６年度の活動方針が確定すると
ともに、新たな役員が選出され、新年度へ向けて活動の
スタートが切られました。
総会終了後引き続き２件の研究発表会が行われまし
た。（研究発表については、時間切れのため内容短縮で
終わり、再演を希望する声が多く、再演が決定されました
（関連記事２頁）。
総会の承認を受けて、６月１日の役員会において新役
員の役割分担が３頁のとおり決定され、新体制が発足し
ました。よろしくお願いします。

10 月に 多摩よこやまの道 全線開通特別ウォーキング

文化財保護強調週間（11 月１日〜
７日）を中心に東京都主催・文化庁後
援で行われる東京文化財ウィーク
(Tokyo Heritage Week)の 2006 年度多
摩市教育委員会実施事業に歴史古
街道団が企画協力して「多摩よこやま
の道全線開通記念ウォーキング」が
行われることになりました。この種の
公的事業を市民団体と共同すること
は珍しく、官民共催の歴史イベントと
して全都から注目されています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

「よこやまの道」を２回に分
けて歩く秋の協同企画
この事業は東京都と市区町村（文
化財担当部課と博物館等）が共同し、
期間中各地で開催しているもので
す。多摩市では 2005 年 11 月から
12 月にかけて、①文化財めぐり「源

氏・弁慶伝説を訪ねて」、②歴史講
座「多摩の里山〜その成立と変遷＝
４講座」、③パルテノン多摩歴史ミ
ュージアム・旧富沢家住宅・旧多摩
聖蹟記念館を主会場にした「特別
展」４展示などを開催。このうち文
化財めぐりや源氏伝説展示などは
宮田太郎団長の企画協力で実施し
ました。
2006 年度は昨年 11 月に歴史古街
道団が主催し反響を呼んだ「さきも
りまつり 2005〜防人見返りの峠ウ
ォーキング」を参考に、万葉集に詠
まれている 多摩の横山 を多くの
都民に知って貰おうと２回に分け
て「多摩よこやまの道ウォーキン
グ」を開催することになりました。

◆第１回、１０月１４日（土）
防人（さきもり）が越えた峠
と古代東海道編

■学習会Ⅰ
九州における
さきもりの足跡
【会場】多摩市立永山公民館・
視聴覚室＜ベルブ永山＞
【時間】１３：３０〜１６：３０

【内容】多摩よこやまの道全線 9.5 キ
ロの内、東側半分を歴史解説を聞き
ながら歩きます。第１回目は古代奈
良時代の国道の推定ルートと、北九
州や壱岐・対馬に兵士として赴いた
防人が家族と涙の別れをしたと考
えられる峠、鎌倉時代に行われた分
倍河原合戦の前夜に鎌倉幕府軍 20
万騎が野営をしたロマンのある永
山の尾根、また当時の姿を留める鎌
倉古道の入口などを訪ねます。
【集合】永山駅小田急改札前 午前９

【内容】 ５月２７日に開催された総会後

時半

研究発表再演会！
■８月 25 日（金） 学習会
２００６さきもりまつりシリーズ

の研究発表の再演です。当日は時間が無
く「表示された遺構の写真を見られなか
った、再演を！」との声が多く、さきも
りまつり２００６シリーズ学習会とし
て追加しました。

①防人が守った城、大宰府と古代山
城の遺構、講師＝金子功(団員)
②朝鮮半島から壱岐・対馬そして東
国へ〜海の道と陸の道、講師＝宮田
太郎(団長・歴史古街道研究家)

【コース】駅〜諏訪の尾根〜馬引沢薬
師堂と推定古代東海道〜陸上競技
場弓の橋広場（よこやまの道スター
ト地点）にて昼食（各自弁当持参）
〜よこやまの道を西へ〜展望台（防
人見返りの峠）〜古道五差路〜大軍
勢が通った長い谷〜鎌倉古道入口
〜一本杉公園（終点）
＊終了予定時間/午後３時 50 分頃
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全行程約４キロ
＊参加費無料・弁当持参

◆第２回、１０月２８日（土）
奈良・平安時代の奥州古道
と巡礼の伝説編
【内容】多摩よこやまの道全線 9.5 キ
ロのうち、西側の半分を歩きます。
東西に弓なりに伸びるよこやまの
道は、各所で南北に伸びる歴史上重
要な古街道と交差していました。
第２回目は一本杉公園内に残る
江戸時代の大山街道跡や鎌倉裏街
道跡、奈良・平安時代に奈良や京都
にあった都から東北地方に向かっ
た古街道であり東国と西国の巡礼
者たちが往来した奥州古道、鎌倉時
代に合戦が行われた伝説や塚が残
るゴルフ場付近、江戸時代に武相観
音霊場札所巡りが行われた古道や
心温まる民話の残る塚や池などを
訪ねます。
【集合】多摩センター駅小田急西口
改札口前に午前９時半
【コース】駅〜路線バス分乗で恵泉女
学園前〜一本杉公園（大山街道跡、
鎌倉裏街道跡、古民家）〜奥州古道
中尾ルート〜南野の石仏群〜福祉
センター（昼食。各自弁当持参）〜
小山田古戦場（ゴルフ場付近）〜奥
州廃道・長坂道入口〜鎌倉道平山城
址ルート〜大妻女子大学裏の奥州
古道〜武相観音巡礼道・代官坂入口
〜六部塚と大山眺望地〜山王塚跡
〜別所長池とネーチャーセンター
にて解散。その後は最寄りのバス停
から路線バス利用、または徒歩で南
大沢駅または堀の内駅へ
＊終了予定時間/午後４時頃
全行程約５キロ
＊参加費無料
・弁当持参

新企画

予定

行程約４キロ。＊参加費：団員

500 円、一般：700 円／人、＊申し込

今秋からの新企画として、調査研究
部主催の「史跡探索ミニ・ウォーク」が
レパートリーに加わります。歴史古街
道団のウォーキングはこれまで宮田
団長の案内で実施してきましたが、参
加者がお互いに知識・経験を交換し
ながら楽しく歩こうと企画しました。
当 日 は調 査 研究 部役 員（ 奥 村 部
長・中丸副部長）が案内し、研究結果
は団の歴史研究誌発行の資料にした
いと考えています。

■１０月８日（日）

狛江の古墳巡り

み不要

■１１月 26 日（日）

多摩市の石仏巡り
【内容】普段なにげなく見過ごしてしま
う野仏や石像物にも当時の歴史が刻ま
れています。近年急速に自然が破壊され

交差する宿場町。日光街道は、江戸時代

失われつつありますが、これら貴重な文

初期に日光東照宮警護のため八王子千

化財を一人でも多くの人に知ってもら

人同心が日光に赴くために作られた街

うべく、多摩市内に残る石仏を尋ねて秋

道で、奥多摩街道は、江戸と甲州を結ぶ

の日にのんびり歩きます。奥村部長のガ

八王子を経由する街道です。２つの街道

イドに史跡探索ミニ・ウォークです。

が交差する拝島は上宿・中宿・下宿に分
かれ、今でも奥多摩街道沿い

【内容】 狛江市南部を中心に分

ミニ

布する狛江古墳群は、狛江百塚
とよばれ、戦前には 120 基ほ

ウォ

キング

調査研究部案内で開催

どの古墳がありました。しかし、今では
周辺の開発が進み、５～６世紀頃のもの
すが、「亀塚」「兜塚」「経塚」などは保

【コース】京王線「聖蹟桜ヶ丘」西口
改札前に午前１０時集合～下向田庚

存の措置がとられています。

申塔～宗観寺の一石六地蔵～延命寺～

と思われる古墳、約 40 基を残すのみで

今回はこれら保存の措置がとられて

観音寺～熊野神社の地蔵～昼食(市役所

いる３つの古墳を中心に、初秋の多摩川

付近、弁当持参)～寿徳寺～宝泉寺～真

の川辺を歩く、奥村部長のガイドによる

明寺～小野神社～聖蹟桜ヶ丘解散予定

史跡探索ミニ・ウォークを開催します。

行程約７キロ

【コース】小田急線「狛江駅」改札口
前午前１０時集合 ～駄倉塚～松原東

一般：700 円／人、＊申し込み不要

稲荷塚～伊豆美神社～兜塚～昼食（五本

＊参加費：団員 500 円、

松原付近、各自弁当持参）～玉川万葉歌

拝島宿場巡り

碑～亀塚～竜泉寺～経塚～狛江駅解散

【内容】 拝島は日光街道と奥多摩街道が

新役員の役割分担を右図の
ように決定、新体制として発
足しました。

しています。
また、水が豊富で各地に湧水があるこ
とでも知られ、今回は拝島宿の宿場と拝
島分水、熊川分水などを歩く、中丸副部
長のガイドによる史跡探索ミニ・ウォー
クを開催します。

【コース】ＪＲ青梅・五日市・八高線
「拝島駅」南口改札口前に午前１０
時集合～熊川分水～天神社～龍津寺～
昼食(弁当持参)～拝島分水～拝島大師
～拝島橋付近で解散予定。解散後、拝島
橋北停留所から拝島駅南口行・立川駅北

■１２月３日（日）

新体制図

には寺院や神社、古い民家が
多く残り、旧街道の面影を残

口行等のバスがあります

＊参加費：団

員 500 円、一般：700 円／人、＊申
し込み不要

歴史古街道団 団長：宮田 太郎
注）◎：部長

顧問：藤田 道男

副団長：河村 重雄

○：部長補佐

顧問：今野 耕作

運営本部長：庄司健次郎

●：部員

会計監査：中村 俊一

事務局

◎三好 一雄
●八木原杲子
●後町 洋子
●有我 ヨリ子

企画部兼会計

◎小島喜八郎
○小菅 勲
●斎地カズエ
（兼会計補佐）

広報部

◎金子 功
○遠藤 邦江
○須永 洋子
（デザイン担当）

調査研究部

◎奥村 辰三
○中丸 三次
●新井 淳子

地域交流部

ウォーキング部

◎（兼）庄司健次郎
●平 二郎
○石井 卓治
（川崎地区）
●田中 次雄
（神奈川西部北部地区）
●小宮 春吉
（町田市小野路地区）

夏〜秋の歴史ロマン古道予定表（一部計画中を含む）
月日
８月５日(土)
８月13日(日)
８月25日(金)
８月29日(火)

集合場所･時間

探索・学習テーマ

参加費

小田急･京王線／多摩ｾﾝﾀｰ駅
小田急改札前 12:30
たま・まち交流館 13:30
多摩ｾﾝﾀｰ・三越向かい
多摩市立永山公民館・
視聴覚室 13:30

【交】小野路を学び・語り・遊ぶ大人の夏
休み（団員のみ、先着４０名）

1,500円

【さきもりまつり２００６参加者説明会】

500円

京王線／聖蹟桜ヶ丘駅
西口改札前 ７:50

【学】２００６さきもりシリーズ学習会
500円
Ⅰ、九州におけるさきもりの足跡
【バスツアー】八ヶ岳山麓の古代甲州道と
6,000円
棒道の跡を探る
（先着:27名、最少催行人数:21名）
【歩】鎌倉の宝物館と元若宮神社の海岸散 隊員:700円
歩
一般:1,000円
【さきもりまつり２００６参加者合同会
500円
議】
【歩】小山田の奥州古道と大泉寺の歴史ロ
700円
マンを歩く

申込み

問合せ先

Fax／ (団)小島
直接 ℡389‑5534
(団)宮田
当日
℡389‑5534
(団)宮田
当日
℡389‑5534
8/15 (団)小島
〆切 ℡389‑5534

(隊)宮田
℡389‑5534
(団)宮田
たま・まち交流館 13:30
当日
９月10日(日)
℡389‑5534
多摩ｾﾝﾀｰ・三越向かい
(団)宮田
９月23日
小田急線／唐木田駅
当日
℡389‑5534
(土・祝)
改札前 10:00
小田急線／柿生駅
(里)遠藤
９月29日(金)
【歩】王禅寺の鎌倉古道と鶴見川流域散策
800円
当日
東口改札前 ９:30
℡376‑1122
隊員:700円
(隊)宮田
ＪＲ横須賀線線／北鎌倉駅
【歩】鎌倉梶原谷と化粧坂の武蔵大路を探る
10月４日(水)
当日
正面改札口前 10:00
一般:1,000円
℡389‑5534
(団)奥村
小田急線／狛江駅
【ミニ】狛江の古墳巡り
500円
当日
10月８日(日)
℡725‑7120
改札前 10:00
(里)遠藤
京王線／八王子駅
【歩】八王子滝山城とひよどり山の鎌倉街道
10月12日(木)
800円
当日
中央口改札前 ９:30
を探る
℡376‑1122
小田急･京王線／永山駅
(団)宮田
10月14日(土)
【歩】よこやまの道ウォーク、その１
なし
当日
小田急改札前 ９:30
℡389‑5534
(団)宮田
関戸or永山公民館予約期間 【２００６さきもりまつり準備会】
10月25日(水)
ー
−
前なので後日連絡
大道具・小道具制作等
℡389‑5534
(団)宮田
小田急･京王線／多摩ｾﾝﾀｰ駅
【歩】よこやまの道ウォーク、その２
なし
当日
10月28日(土)
℡389‑5534
小田急改札前 ９:30
(団)宮田
11月５日(日)
詳細未定
【学】さきもりまつりシリーズ、詳細未定
500円
当日
℡389‑5534
(団)宮田
11月19日(日)〜 関戸or永山公民館予約期間 【２００６さきもりまつり準備会】
ー
−
℡389‑5534
22日(水)
前なので後日連絡
大道具・小道具制作等
11月23日
(団)宮田
未定
詳細未定
【２００６さきもりまつり】
当日
(木・祝)
℡389‑5534
京王線／聖蹟桜ヶ丘駅
(団)奥村
11月26日(日)
【ミニ】多摩市の石仏巡り
500円
当日
西口改札前 10:00
℡725‑7120
【１泊２日】長野県富士見町八ヶ岳少年自
(団)宮田
未定
12月はじめ
詳細未定
未定
然の家を利用するバスツアー、詳細未
℡389‑5534
(団)中丸
ＪＲ拝島駅
12月３日(日)
【ミニ】拝島宿場巡り
500円
当日
℡676‑3724
南口改札前10:00
(団)宮田
12月５日(火)
詳細未定
【歩】詳細未定
700円
当日
℡389‑5534
(団)宮田
12月19日(火)
詳細未定
【学】詳細未定
500円
当日
℡389‑5534
注）問合せ欄；市外局番は全て 042 。(団)：歴史古街道団、(里)：鎌倉街道さとびとの会、(隊)：歴史街道探検隊。
探索・学習テーマ欄；歩：ウォーキング、学：学習会、交：交流会、ミニ：史跡探索ミニ・ウォーク
９月２日(土)

ＪＲ横須賀線／鎌倉駅
東口改札前 10:00

当日

編集後記

■歴古団(REKKODAN)サポートメイト大募集！

第２回総会で新体制が承認され、
広報部が設置されま
した。とはいえ従来からの編集スタッフで発行致しま
すので今後ともよろしくお願い致します。

古街道団のイベントに協力出来る方を募集して
います！あなたのお力・お知恵をお貸しください！

編 集／歴史古街道団広報部（河村・金子・遠藤）

今年度は、通常のウォーキングに加えて「さきもりまつ
り」＝１１月２３日（祝）
、多摩市と共催の「東京文化財ウ
ィーク」＝10 月 14 日(土)・28 日(土）
、などが行われま
す。当日のスタッフが多数必要となりますので会員の皆様
のご協力をお願いいたします。

【発行】歴史古街道団
事務局：〒206-0013 東京都多摩市桜ヶ丘 4-36-21 APT1・2・3-302

宮田太郎（歴史古街道団団長） TEL/FAX ０４２-３８９-５５３４
http://homepage3.nifty.com/kokaido/

☆ご希望の方はスタッフまたは事務局までお問合せ下さい☆
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