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＝3 人の防人とその妻たち・こどもを先頭に“よこやまの道”を歩きました＝
温故知新。多摩の歴史生かした町づくりへ
も今年は３周年
道団団長 宮田太郎
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0 数年間に 2,000 回以上
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念なことにシャッターを

します。

いような地域でも、人の

ところには必ず道があり、

が眠っているものです。

、地域の誇りや本当の

気が付かないまま、新・

在して生活し、他地域と

同じような目先の事ばかり押し付けて子供たちを育てていま

す。只々「もったいない」と思えるのはなぜなのでしょうか。

地域の魅力とは、言い換えれば「地域小文明の面白さ」で

もあり、それを多角的に発掘し、地方がもっと元気になったら

素晴らしい・・・「古道を通じて地域文明と歴史の面白さを知

る」ことにこれからも挑戦していきたいと思います。

「歩く」という誰にでもできる方法で、古道を通して知り、学

び、感性で体感しようとする現地踏査や探訪（探索会）やウ

ォーキング、学習会、交流会、イベントや祭り。これらを実践

する活動に賛同していただける全国の自治体や研究会、ま

ちおこしの皆さんとの交流をこれからも続けていきます。

日本だけでなく世界にも眠る素晴らしい史跡や遺跡、そし

てそれらを結ぶ美しい古街道たち。本当の地域の魅力を見

いだし広げたいと願う地域の皆様のご支援をお待ちしていま

す。今年も楽しい企画に団員の力を合わせて邁進していき

たいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

（古街道研究家、道の考古学者、歴史古道まちづくりプランナー）

会費の納入お願いします

2007 年度登録更新受付が始まりました！
2007年度の団員募集が1月から始まっています。新規

入団希望の方は住所・氏名・電話番号を明記の上、下記口

座へ年会費3,000 円をお振込みください。現在団員の方は

同封の振込み用紙でお早めに更新の年会費（3,000 円）を

納入願います。(2007年度＝４月１日～翌年３月３１日）

☆古街道団郵便振替口座番号・・・

００１４０－７－４４５１９５ 歴史古街道団
臨時号



■

「
【コ
１
～

民

池

で

へ

■

「
【コ
模

宮

園

■

「
【コ

前
資

食

る

1

【内
鎌倉街道伝説を辿る 
歴史探索ウォーク（2 月～5 月） 案 内：宮田太郎（団長） 
共通参加事項 ◎参加費/会員 700 円一般 1,000 円 夫婦割引あり ◎雨具・昼食持参自由 ◎申し込み不要 
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２月１５日（木）

町田・七国山と薬師池の鎌倉古道を探る」
ース】小田急線町田駅・町田バスセンター脇の西友

Ｆ入口前に１０：００集合～路線バスで本町田市立博物館前

本町田遺跡～ひなた村と鎌倉街道上ノ道～今井谷戸～味の

芸（昼食）またはコンビニ有り～えびね苑の鎌倉道～薬師

公園と薬師堂～七国山の鎌倉古道～野津田車庫～路線バス

町田や鶴川、乗り継ぎで多摩センター、永山、聖蹟桜ヶ丘

(約 5 キロ）15:30 解散予定

２月２４日（土）

海老名の国分寺と幻の国府＆渋谷重国伝説を探る」
ース】小田急線「海老名駅」改札口前１０：００集合～相

国分寺跡～郷土資料館～ジョナサンで自由昼食～伊勢山神

と自然公園～ひさご塚～渋谷重国館跡（長泉寺）～歴史公

～鳳勝寺と八坂神社～海老名駅（約５キロ）15:50 解散予定

３月１７日（土）

横浜山手の丘の歴史散歩」
ース】横浜みなとみらい線「元町・中華街駅」北口改札
１０：００集合～元町～クリーニング発祥の地～外人墓地と

料展示室～山手聖公会～山手資料館～昼食（レストラン昼

ほか、弁当組は元町公園で自由）～イギリス館～港の見え

丘公園～フランス山ほか～元町～元町中華街駅（約４キロ）

5:30 解散予定

■３月３１日（土）

「鎌倉梶原谷の鎌倉街道武蔵大路を探る」
【コース】湘南モノレール大船駅改札口前１０：００集合～

湘南モノレールで湘南深沢駅下車～等覚寺～大慶寺～東光寺

～御霊神社～デニーズで自由昼食～梶原口の砦跡～化粧坂～

葛原岡神社（梶原社）～大堀切～浄智寺～北鎌倉駅（約 6 キロ）

15:50 解散予定

■４月２２日（日）

『横浜の鎌倉街道・吉良氏の城と三殿台縄文遺跡』
【内容】横浜市南区や磯子区にある鎌倉道を辿り、戦国時

代の吉良氏の城跡や縄文時代から古墳時代までの複合遺

跡がみつかった三殿台、岡村の天満宮や後北条氏ゆかりの

寺院周辺の古道を探っていきます。
【コース】横浜市営地下鉄「蒔田駅」改札前に１０：００集合
～吉良氏の蒔田城推定地～勝国寺～三殿台考古館（見学と各

自弁当昼食）～天神通り古道～岡村天満宮～龍珠院～笹堀バ

ス停（弘明寺駅行き・横浜駅行きバス）。約５キロ。15:50 解

散予定。

■４月３０日（月・祝）

『小野路の鎌倉古道の実相！

源頼朝時代の痕跡を追跡する』 
【内容】町田市の小野路は鎌倉時代のままの風景を残す貴
重な歴史の里です。しかし、近年のガイドブックは正確では
ない情報をそのまま調査せずに重ねて紹介しているために、
真実の鎌倉古道が忘れられています。古街道団は後世に
正しく歴史古道遺蹟を残し伝えていくために小野路の最奥
部に入ります。発見された城跡と共に一般には知られてい 

 

 

＝鎌倉古道さとびとの会＝ 

講 師：宮田太郎歴史古街道団団長 
参加費：８００円 

●２月２２日(木)JR 中央線立川駅改札前９：３０集合 

『狭山丘陵横断、狭山湖に沈んだ百済王の里を探る』 

●３月２８日(水)小田急線湯本駅改札前９：４５集合 

『箱根の鎌倉街道、湯坂路を歩く』 

●４月２５日(水)JR 中央本線相模湖駅改札前９：45 集合 

『相模湖小原宿と千木良の里に古代甲州道を探る』 

●５月２３日(水) 日帰りバス古道ウォーキング 

『甲斐国の古代ロマンと信玄の遺跡を訪ねて』 
◎京王線聖蹟桜ヶ丘駅西口改札前７：４５集合 
◎参加費 6,000 円（昼食別途） ◎定員 28 名  
◎申込 3/28(水)～5/2（水）遠藤まで(042-376-1122) 
 

NHK 学園主催・宮田太郎講師ツアー古街道団提携旅行

■４月１６日（月）～１９日（木）
３泊 4 日長崎・海の古道探索ツアー

『海の五島列島～倭寇遺蹟とキリシタン聖地～』
容】壱岐・対馬・済州島など九州への“海の道”を昨年は調

査追跡してきましたが、日本と唐国長安とを結ぶ三つの航路
「北路（博多～朝鮮半島西部～山東半島経由）」「南路（五島
列島～揚州）」「南島路（五島列島～九州西部
～奄美大島～揚州）」の内、五島列島が大き
な役割をしていた南路・南島路について現地
を見学します。倭寇や遣唐使、空海らの渡海
伝説が豊富な福江島や上五島の遺跡とキリス
ト教教会群を新視点で探っていきます。
★お申し込みは郵船トラベル㈱多摩デスク（担当:諸井）

TEL042-526-5735 FAX042-548-1702
～お早めに、お問い合わせ・お申し込み下さい～



ない地域を探索します。

【コース】多摩センター駅小田急改札 口前9:30集合～仮

称。小野路関屋城周辺探索～昼食は持参弁当で野津田公園を

予定。解散は多摩センター駅 1600頃。雨天中止

■5月 18日 (金 )

『八幡太郎ゆかりの箭幹八幡神社と

淵野辺氏の館跡を探る』

【内容】府中の大国魂神社や多摩市の聖蹟桜ヶ丘から続く

奥州古道のうち、最も古いといわれる奥州廃道は小山田か

ら矢部の人幡宮に通じていました。源氏伝説が多く残る境
川沿岸に、淵野辺氏伝説を探り、小山田氏の妻を祀った小

山田の内ノ御前社までを探索します。

【コース】JR淵野辺駅改札 口前に9:30集合～青山学院大

前～皇武神社～淵野辺氏館跡～第六天と久保沢道～境川の山

根橋～日本食ファミレス相模ほかで自由昼食(コ ンビニ有り)

～木曽遺跡～箭幹八幡神社～奥州廃道～桜美林大本部前の古

道～町田リサイクルセンター～鳥居峠～小山田内ノ御前社～

小山田緑地古代牧あと馬場窪～謎の十塁～日大三高バス停～

多摩センター駅。(約 6キ ロ)1600解散予定。大雨中止。

E萱蟄萱正三歪:董翌愛電萱豆ヨ

2007年度定期総会

■5月 27日 (日 )14:00～ 16:30
■会場 :多摩市立関戸公民館・大会議室

<VEた 8F/聖蹟桜ヶ丘駅西日から徒歩3分 >
☆第一部 総会 14:00

☆第二部 記念講演会  15:20
『武蔵国府成立の謎に迫る』
～東京湾への古品川道・金沢六浦道と

Jヒ辰ライン～

講師 :宮 田太郎(団長・歴史古街道研1究豹

※入団希望者の出席大歓迎

(第二部からの参加になります)

=歴     隊=4月 1日 より 海陸古道研究会に改名

●3月 6日 (火)lo:oo
小田急線「高座渋谷駅」改札前集合

『高座渋谷に鎌倉古道と源義朝&渋谷■族伝説産%』
●4月 3日 (火)lo:oo
JR根岸線「石川町駅」中華街口(北 口)改札前集合

『横浜・本牧の和田山と二渓園界隈の歴史探索』
●5月 16日 (水)lo:oo
JR横須賀線「東逗子駅」改札前集合

『三浦半島最短横断古道発見 !

逗子海岸～横須賀船越浦への道』

◎申し込み不要、小雨決行。大雨中止

◎参加費 :1日 探検隊&新会員は 700円 、一般 1,ooo円

☆詳しくは官田まαЪ:α睦389-5凱 (携帯090-7002-釧 31)

ガイドリーダーのミニ・ウォーキング
1~~~~~~~~~―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
■

3/25(日 )案内:/Jヽ菅 勲(団員)

区珀商言・鎌鮮 植・則十腿 ニウントク

『図師 ひと巡リ ノノ』

【集合レ スヾ停「図師」10:00(EIm/法センタ蠣Э蘇暢

帥 野津田車彰青 刃卿 彗詞17分位 ノシ代250円)

【内容】図師の奥州古道 (一部大山街道と重複)は古街道団

でも一部歩いたことは有りますが、鎌倉街道を歩いたこと

はないと思います。これは、地元に伝わる古道で路傍には

石塔類や縄文時代の遺跡もあり、宮田先生によれば奥州古

道系の鎌倉街道であろうとの事です。一方、図師は商人町

でもありました。図師宿を東西に縦貫する江戸海道、今の

芝溝街道沿いには旅館。染物屋・ 呉服屋。明治初年の小野

郷学の教場まで有りました。今でも地元の人は屋号で呼び

合つています。旧家でのお話も考えています。今回のミニ

ウォークは地元「 小菅」が御案内します。
*詳しくは /Jヽ 菅まで  TEL042-791-3592

4/14(土 )案内:金子 功(団員)

『八王子高月城から滝山城へ、

中世の山城と古道を歩く』

【集合】JR青梅・五 日市 0人高線「拝島駅」南 口改札前

9:50集合(lo:10発のバス乗車)

【内容】滝山城は永正 18年(1521)に 大石定重が築城し高月

城から移転したのが始まりと伝えられています。また、永禄

12年(1569)10月 に武田軍2万人に攻められても2千人

で持ちこたえたと伝わる難攻不落の城としても知られる国

内屈指の平山城で、雄大な規模と巧みな縄張りを持つ城郭遺

構がよく保存されていることから国の史跡にも指定されて

います。今回は高月城力Lから古甲州道(鎌倉道 ?)を 辿り滝山

城を訪ね、中世山城の城郭遺構を堪能します。
*言羊しくはく登子ま¬O  TE1042-371-2199

5/13(日 )案内:田中次雄(団員)

『境川源流域の鎌倉みちと小松城・

川尻八幡神社の歴史ロマン』

【集合】JR相原駅改札前9:30集合 (9:5幡の′も採⊃
【内容】多摩丘陵を東最奥で南北に横断するところ、これが

秩父。甲斐と結ぶ「 鎌倉街道山の道」であある。大戸～権現

谷には今もその雰囲気がよく残つています。大戸から堺川を

渡り、そのまま南に進むと八王子城と連携するように小松城

があり、中世の城郭の面影を残しています。また、上。下川

尻村の鎮守、川尻八幡神社には約 1000mの 直線参道があ

り、鎌倉鶴岡八幡宮を想起させます。そしてこの参道には更

に秘められたロマンが。・・・ 。

*詳しくは田中まで  TEL042-782-4263

◆参加要領

【参加費】団員500円 一般700円
【その他】弁当・雨具持参

※申込不要・集合場所で受付
L_____― ――――――――――――――――――――-1
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今年も今野先生による万葉歌朗詠

今年は家持と女官・子ども達も登場！衣装・小道具は

団員の手作りです。出演有難うございました！！

出発
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!

音がいっそう涙を誘います

お楽しみ
編集後記
年明けのウォーキングは春のような日射しのなか、団

長の語りも一層弾み快調に進んでいます。新年度の会費

納入の時期になりました。団は会費と参加費のみで運営

されています。団の活動が充実するためにも会費納入を

よろしくお願い致します。今年も元気に歩きましょう！

編集責任：歴史古街道団広報部（河村・金子・遠藤）

の無農薬野菜販売、安い！美味しい！
【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/
平成 18 年 11 月 23 日に「さきもりまつり 2006」を開催。当日は、曇り空の寒い日に
も関わらず 150 名ほどの参加者を迎え“さきもりまつりウォーキング”が行われました。
今回は、武蔵国府跡・大国魂神社（府中市）を出発点とするＡコース、聖蹟桜ヶ丘駅を
出発点とするＢコースに加え、永山駅を出発点とするＣコースが加わりました。

メイン会場では、地元野菜やヒョウタン工房、古街道団作成の古道マップの販売コ
ーナーが人気を集めました。昼食後は万葉集防人の歌の朗詠のなかで、防人夫婦
6 人と子ども２人、大伴家持、女官の総勢１０名が古代衣装で登場。バックでは篠笛の
音や市民オペラ合唱団有志の赤駒の歌が華を添えます。その後「さきもり見返りの峠」
での防人と妻との別れのシーンで第２回さきもり祭りは無事終了。今年も第３回さきもり
まつりを行う予定で検討しています。
多摩シティーオペラのみなさんによる

“赤駒”のうた歌う
楽しいひょうたんのお店と地元・土方さん

オリジナル古道マップや資料の販売
永山コースが最初にメイン会場に到着！お疲れ様～

http://homepage3.nifty.com/kokaido/


月日 集合場所･時間 探索・学習テーマ 参加費 申込み 問合せ先

２月22日
(木)

ＪＲ中央線／立川駅
改札口前 09:30

【歩】狭山丘陵横断、
狭山湖に沈んだ百済王の里を探る

800円 当日
(里)遠藤
℡042-376-1122

２月24日
(土)

小田急線／海老名駅
改札口前 10:00

【歩】海老名の国分寺と
幻の国府＆渋谷重国伝説を探る

団員:700円
一般:1,000円

当日
(団)宮田
℡042-389-5534

３月６日
(火)

小田急線／
高座渋谷駅
改札前 10:00

【歩】高座渋谷に鎌倉古道と
源義朝＆渋谷一族伝説を探る

隊員:700円
一般:1,000円

当日
(隊)宮田
℡090-7002-3431

３月17日
(土)

みなとみらい線／
元町･中華街駅
改札口前 10:00

【歩】横浜山手の丘の歴史散歩
団員:700円
一般:1,000円

当日
(団)宮田
℡042-389-5534

３月25日
(日)

町田から図師経由
野津田車庫行
バス停・図師 10:00

【ミニ】昔の図師を探索し鎌倉街道
奥州古道を散策する

団員:500円
一般:700円

当日
(団)小菅
℡042-791-3592

３月28日
(水)

小田急線／箱根湯本駅
改札前 09:45

【歩】箱根の鎌倉街道、湯坂路を歩く 800円 当日
(里)遠藤
℡042-376-1122

３月31日
(土)

湘南モノレール大船駅
改札口前 10:00

【歩】鎌倉梶原谷の鎌倉街道武蔵大路を
探る

団員:700円
一般:1,000円

当日
(団)宮田
℡042-389-5534

４月３日
(火)

ＪＲ根岸線／石川町駅
中華街口（北口）
改札前 10:00

【歩】横浜・本牧の和田山と三渓園界隈の
歴史探索

隊員:700円
一般:1,000円

当日
(会)宮田
℡090-7002-3431

４月14日
(土)

ＪＲ青梅･五日市線／
拝島駅南口
改札前 09:50

【ミニ】八王子高月城から滝山城へ、中世
の山城と古道を歩く

団員:500円
一般:700円

当日
(団)金子
℡042-371-2199

４月
16～19日
(月～木)

ＮＨＫ学園主催・
宮田太郎講師ツアー
歴史古街道団提携

【３泊４日ツアー】海の古道探索ツアー
五島列島～倭寇遺跡とキリシタン聖地～

４月22日
(日)

横浜市営地下鉄／
蒔田駅改札前 10:00

【歩】横浜の鎌倉街道・吉良氏の城と
三殿台縄文遺跡

団員:700円
一般:1,000円

当日
(団)宮田
℡042-389-5534

４月25日
(水)

ＪＲ中央本線／相模湖駅
改札口前 09:45

【歩】相模湖小原宿と千木良(ちぎら)の里
に古代甲州道を探る

800円 当日
(里)遠藤
℡042-376-1122

４月30日
(祝月)

多摩センター駅
小田急改札口前
集合 09：30

【歩】小野路の鎌倉古道の実相！源頼朝時
代の痕跡を追跡する

団員:700円
一般:1,000円

当日
(団)宮田
℡042-389-5534

５月13日
(日)

ＪＲ横浜線／相原駅
改札前 09:30

【ミニ】境川源流域の鎌倉古道と
小松城址・川尻八幡神社の歴史ロマン

団員:500円
一般:700円

当日
(団)田中
℡042-782-4263

５月16日
(水)

ＪＲ横須賀線／
東逗子駅
改札前 10:00

【歩】三浦半島最短横断古道発見！
逗子海岸～横須賀船越浦への道

会員:700円
一般:1,000円

当日
(会)宮田
℡090-7002-3431

５月18日
(金)

ＪＲ横浜線／淵野辺駅
改札口前 09:30

【歩】八幡太郎ゆかりの箭幹八幡神社と
淵野辺氏の館跡を探る

団員:700円
一般:1,000円

当日
(団)宮田
℡042-389-5534

５月23日
(水)

京王線／聖蹟桜ヶ丘駅
西口改札前 07:45

【バスツアー】甲斐国の古代ロマンと信玄
の遺跡を探る

6,000円
(先着28名)

５月２日
〆切

(里)遠藤
℡042-376-1122

５月27日
(日)

関戸公民館８Ｆ大会議室
聖蹟桜ヶ丘駅西口～
徒歩３分 14:00

【総会】歴史古街道団・第３回07年度総会
特別講演：『武蔵国府成立の謎に迫る』

－ －
(団)宮田
℡042-389-5534

歴史古街道団ウォーキング、
７／１の日程を変更しました。

団員:700円
一般:1,000円

当日
(団)宮田
℡042-389-5534

歴史古街道団・鎌倉街道さとびとの会・
歴史街道探検隊、合同学習会

検討中 検討中
(団)宮田
℡042-389-5534

歴史古街道団・鎌倉街道さとびとの会・
歴史街道探検隊、合同1泊バスツアー

検討中 検討中
(団)宮田
℡042-389-5534

歴史古街道団ミニ・ウォーク
団員:500円
一般:700円

当日
(団)藤田
℡045-788-4764

鎌倉街道さとびとの会ウォーキング 800円 当日
(里)遠藤
℡042-376-1122

歴史街道探検隊ウォーキング
隊員:700円
一般:1,000円

当日
(会)宮田
℡090-7002-3431

６月11日(月)、７月10日(火)

６月27日(水)、７月26日(木)

春～夏の歴史ロマン古道予定表（一部計画中を含む）
注）問合せ欄；(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（4/1改名予定）

(会)：海陸古道研究会（旧名、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 H19.2.15

申込・問合せ、郵船トラベル（株）多摩
ディスク、担当：諸井 ℡l042-526-5735

６月～８月までは次の予定日で検討中＜詳細は次号（団報No.7）で発表＞

６月３日(日)、６月19日(火)、
７月８日(日)、７月18日(水)

８月２日(木)

８月21～22日(火・水)

６月24日(日)


