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基調講演をする宮田団長
▲雄大な北海道えりも町の日高山脈サルル山道をゆく（ハート型をしている豊似湖）

地域の歴史を背景とした歴史古道フットパス運動へ！！
第 9 回北海道全道
フットパスの集い

宮田太郎団長が基調講演で提案

2008 年 9 月２７日(土)と２８日(日)の２日間、えりも町福祉セ
ンターで「第９回北海道全道フットパスの集い in えりも」が開
催され、宮田団長が『海の道から陸の道へ―歴史古道で
つなぐコミュニティー』と題して基調講演を行いました。昨年
ニセコ羊蹄山で開催された同じ集会で研究者として基調講
演を行ったのに続いて２回目。参加した１００人余りの聴衆か
らは、新しい提案に大きな共感の拍手が寄せられました。

「海の道から陸の道へー
歴史古道でつなぐコミュニティー」
この講演の中で訴えた主旨は、①北海道は歴史が浅いと
いう概念は間違いなのでは。えりも岬は他国船が通過する
のを監視する物見・見附の役目があるチャシ岬であり、アイ
ヌは鎌倉時代に船団を組んで樺太に侵攻していたほど、船
と馬を土台にして勇躍した民族であったのではないか。
②歴史古道フットパスの提言＝フットパスに歴史の視点を。
③遊歩道整備には、階段を造らず、砂利を撒かず、周辺の
小枝や枯れ草・枯れ葉を投げ込む「古式道普請」が最適で
ある・・・などの点でした。
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「ネイチャー系から歴史系へ」
国内では、北海道各地、山
形県最上市・ 長井市、山梨
県勝沼市ほか数多くの自治

体が地域の緑保全とまちの活性を目指してフットパスの理念
を導入し、今後は爆発的に全国に拡大する可能性があるも
のと予測されています。
しかしながら、今日までの緑の保全策に基づき、どうして
もネィチャー系の活動にかたよっているのが現状です。
「ＮＰＯみどりのゆび（東京町田市・神谷由紀子事務局長）」で
は早くからその「小道の歴史性」にも注目してきましたが、古
くからの地域の道の多くが、実は由緒ある「歴史古道・古街
道」でもあったことに気がつかなければなりません。
「歴史系の思考」なくしてフットパスは成立しない・・・こうし
た理念と姿勢をもって、歴史古街道団では日本国内で徐々
に盛んになりつつあるフットパス理念に新たな充実のための
提言を行い、また各地で消滅の危機にある古街道の保全と
活用を進めて行きたいと思います。

【フットパス】フットパスはイギリスが発祥であり「歩くことを楽しむ
ための小道」のことです。この言葉は英国において同種の小道が
「Ｆｏｏｔ ｐａｔｈ」と呼ばれていたことから用いられ、網の目のように広
がり、健康づくりや自然保護などに活用されています。個人所有地
であっても元々は古くからの小道があった所に個人敷地ができた
のだから、歩く側にはそこを昔ながらに歩く権利があるとされ、広大
な牧場などの場合は、家畜が逃げないような柵への工夫をし、ハイ
カーの通過を認めているところも多くあります。

秋から冬の歴史ウォーキング
案内をする宮田団長
平成二十年七月

宮田太郎団長と行くロマン紀行

鎌倉街道を大船・横浜へ辿ってみよう

●１０月１１日（土）
大船・田谷の仏教洞窟探検と
長尾砦を探る

【内容】世界遺産になってもおかしくないような仏
教洞窟が神奈川県大船にあります。冬暖かく夏は
涼しく今でも修行の場として勤行が続けられていま
す。上杉謙信の本来の名前である「長尾」に関わる
一族がいた大船の長尾の里の砦跡や古道、小田
原北条氏の拠点・玉縄城などを現地に探っていき
ます。
【コース】ＪＲ横須賀線「大船駅」南口改札前に１０：００集
合～西口前からの路線バスで洞窟ラドン前下車～田谷の洞窟
～御霊神社～常勝寺～昼食（そば侘助、またはコンビニ付近で
自由）～小雀町と田谷町の境界古道～玉縄と長尾の境界古道～
長尾砦～玉縄城跡～植木のバス停～大船駅。解散は 16:00 頃。
行程約６キロ

●１０月１３日（月・祝） 万葉さきもり関連
「防人まつり２００８」前後コース
事前・実地探索会
【内容】今年 4 回目になる 防人まつり が 11 月 23 日勤労感謝
の日に実施されますが、事前に前後のコースを実際に歩いてみ
ようということで、特に今回は町田市民・相模原市民に多く参加
していただくための企画です。当団ではすでにガイド養成講座
やウォークを何度も実施している町田市野津田や七国山から、
多摩市の境にある多摩よこやまの道・防人見返りの峠（永山 6 丁
目）までを歩きます。初めての方だけでなく何度も歩いた方もさ
らにじっくりと現地を探るこの機会にご参加下さい。
【コース】町田市野津田・神奈中バス「野津田車庫前」
１０：００集合～七国山の鎌倉街道～野津田上ノ原（古代東海
道、鎌倉街道跡など）～野津田公園東側サッカー場付近で各自
弁当昼食～五反田十字路～湯船～小野路別所薬師堂～東光寺
と砦跡～よこやまの道～防人見返りの峠。解散は 16:00 頃。
行程約６キロ。

●１１月１３日（木） 万葉さきもり関連
防人の道を追って座間・勝坂丘陵を歩く
【内容】防人が都へ、九州へと向かった道は相模野や相模川
をどこで越えたのでしょうか。座間キャンプの近くには古い街
道の街並みが残り、また縄文時代に栄えた勝坂式文化の中
心的な指標遺跡が残る勝坂遺跡の地や、水源の有鹿祠があ
ります。かつて防人たちも眺めたであろう美しい丹沢山の山並
みを望む地に古街道を探っていきます。
【コース】ＪＲ横浜線「古淵駅」改札口１０：００集合～大沼
神社と推定・東海道～大野台の行者道～麻溝台一等三角点と
二つ塚跡～相模原公園（弁当昼食）～峰山の古道跡～座間勝
坂青少年広場～磯辺の宿～勝源寺と石楯尾神社～勝坂入口バ
ス停～小田急線相武台前駅、ＪＲ相模線下溝駅・原当麻駅へ。
解散は 16:00 頃。行程約５キロ。

●１２月７日（日）
港北ニュータウンの横浜・茅ヶ崎城と杉山神社の謎
【内容】多摩ニュータウンに続く近代的な町、港北ニュータウン
には今も大遺跡群が残されています。ちょっと町並みを出たとこ
ろに広がる広大な田園風景に出会う感動、縄文土器や黒曜石
が散乱し弥生の環濠集落が復元された公園は深い歴史を感じ
させてくれます。四国の阿波から船で房総半島にやってきた忌
部（いんべ）氏たち海人たちがやがて飛鳥時代に多摩丘陵に入
り杉山神社を奉祭、江戸時代には７０以上もの社数を数えたと
いうロマンを、中原街道や大山街道の里に探っていきます。
【コース】横浜市営地下鉄「センター北駅」（横浜市都
筑区）改札口に１０：００集合～中川（大棚）杉山神社～大
塚遺跡環濠集落～早渕川～茅ヶ崎城～観音堂～センター南駅
（駅周辺で自由昼食）～茅ヶ崎杉山神社と貝塚～正覚寺茅ヶ
崎公園～向原～東方の縄文遺跡地帯 解散は 16:00 頃。行程約
５キロ。

●１月２５日（日）
新春ウォーク東京あるき初め

赤坂・六本木・虎ノ門界隈歴史散歩
【内容】赤坂の日枝山王神社から六本木の氷川神社、虎ノ門・
神谷町の愛宕神社まで、初参りを兼ねてのゆったり歴史散歩で
す。普段知っているようで気がつかない路地の先のあんなもの
こんなところ。伝説の丘や池、そして舗装はされつつも今も残る
江戸時代の古道や古代・中世の古街道。東京を知れば関東全
体が、はたまた日本の歴史が見えてくる。

古街道・探索ウォーキングの共通参加事項
◆参加費＝団員７００円（ご夫婦は 2 人で 1,000 円） 一般は１人 1,000 円。
◆持ち物＝雨具、飲み物持参。昼食は飲食店利用の場合と各自弁当の場合がありますので詳細は各案内参照。
◆雨天の場合は基本的には中止（ただし小雨の場合実施することがあります。朝７時半までに実施か否かを本部事務局
（ＴＥＬ042-389-5534）までお問い合わせ下さい。（それ以降は宮田団長の携帯電話 090-7002-3431 まで）

【コース】東京メトロ/丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」
ベルビー赤坂口地上を出たベルビー赤坂前に１０：００
集合～弁慶堀と弁慶橋～九郎九坂～豊川稲荷～赤坂不動尊
～昼食（自由）～山王日枝神社～勝安房守邸跡～赤坂氷川神
社～澄泉寺～陽泉寺～霊南坂教会～虎の門愛宕神社（仮解散）
～ＮＨＫ放送博物館（自由見学）～銀座線虎ノ門駅、都営三
田線御成門駅。解散は 15:30 頃。行程約４キロ。

●２月１４日（土）
大山街道 鶴間山王の里 と引地川水源を歩く
【内容】大山街道が町田の南で境川を渡る鶴間宿界隈には深
見城跡や引地川の水源の森がよく残されています。国道２４６と
旧大山街道の違いや境川に沿う鎌倉街道と八雲の里、そして
草柳の大地から湧く引地川水源の森を散策します。
【コース】小田急江ノ島線「鶴間駅」改札口前に１０：００
集合～旧大山街道～山王原と山王神社～深見城～八雲神社～
大和市役所近くのイトーヨーカドー、ジャスコ付近で自由昼食
～下鶴間ぶどう園～上草柳の古大山道～泉の森公園・亀甲山・
大池～引地川～善徳寺～熊野神社～小田急江ノ島線・大和駅。
解散は 16:00 頃。行程約６キロ。

●３月２４日（火）
下北沢の鎌倉街道と玉川上水大曲を歩く
【内容】東京都渋谷区の代々木上原と世田谷区下北沢の間に
は玉川上水が大きく曲がる工夫と苦労の痕跡があります。また
目黒区駒場に沿う大きな鎌倉街道跡は謎の古代道を思わせま
す。下北沢駅の東を通る伝説の鎌倉街道はいまも生活道路と
して生きています。東京の知られざる古街道が集まる地域を探
索していきます。
【コース】京王線「笹塚駅」改札口に１０：００集合～鎌倉街
道と玉川上水～玉川上水大曲と五條橋～区界線の古代道～小
田急線東北沢駅（駅前で自由昼食）～三角橋～北沢の古道～京
王井の頭線池ノ上駅前～北沢八幡神社～森厳寺～北沢川の鎌
倉橋～下北沢の鎌倉街道～小田急線下北沢駅。解散は 16:00 頃。
約５キロ。

多摩丘陵は古代道路の宝庫！
〜宮田団長が早大講堂で講演〜
去る２００８年６月２８日（土）と２９日（日）、東京の早稲田大学
戸山キャンパスで開催された第１４回古代交通研究会・大会
『アヅマの国の道路と景観』に於いて、宮田団長が講演しま
した。最終日の一番最後に『南武蔵から相模へ-多摩よこ
やまの道と多摩古道・保全と活用』と題して、これまで２５年間
の多摩丘陵での歴史古道調査の集大成を要約発表しまし
た。多摩古道地図や野津田に集まる古街道の様相を表した
地図や「よこやまの道」の案内板写真を参考資料に、①府中
から房総への国道や、府中から甲斐国府・諏訪湖への国道
の存在の可能性。②新説「武蔵国府を中心とした放射状道
路網と飛鳥真神人による測量＆都市づくり」に関する地図や
文、等を提示。府中国衙から東西＆南北方向の道路を検出
という発表も別にあり、木下会長の大会総評でも、従来の認
識にない古代道が見つかる可能性も示唆されました。

＝歴史講演会＝
〜多摩の横山を越えて〜

万葉集東歌・防人歌の世界
講師：小野一之さん
(府中市郷土の森学芸員）

1１月３日（月・祝）
○時間/１３：３０〜１５：３０(開場/13:15）
○会場/多摩市・聖蹟桜ヶ丘駅前ＶＩＴA８階
関戸公民館大会議室（第１・２会議室）
○参加費(資料代含む）/会員５００円、一般７００円
事前の申し込みは不要。直接受付けへ。
会場が満員になり次第締め切りとなりま
す。お早めにどうぞ。

【内容】有名な万葉時代に防人や妻が残した歌の数々。
背景にある歴史景観や歌の深い意味、隠された人間・家
族の悲哀の物語を熱く語る万葉歌研究の専門家・小野さ
んの楽しいお話です。国府政庁跡がついに発見された府
中にある博物館での専門家のお立場ならではの興味深い
話がいっぱいです。

学習会ふたつ
＝新年特別講演会＝

ハワイ諸島の歴史と海の古街道（仮題）
講師：近藤純夫先生
（朝日カルチャーセンター「ハワイ学」講師）

１月１２日（月・祝）
○時間/１３：３０〜１５：３０
○会場/多摩市・聖蹟桜ヶ丘駅前ＶＩＴA８階
関戸公民館大会議室（第１・２会議室）
○参加費(資料代含む）/会員５００円、一般１０００円
【内容】私たち日本人のＤＮＡには南方の島々に住む民族
と共通の遺伝子が多く入り、ポリネシアやミクロネシア、イン
ドネシア、フィリピンなどの東南アジアから太平洋赤道付近
まで広く分布する複数の共通遺伝子は日本列島がまさに
海の中の島国であり、多くの交流や交雑・同化があったこと
を教えてくれています。ハワイ諸島は観光の島でありながら
フラやハワイアンルネッサンス運動に基づく文化発信により
今日では大変に身近な存在になってきています。
そこで２００９年のスタートを記念し、ハ
ワイや世界の大自然を永年にわたり探検
し続け、その歴史や文化を知りつくした研
究の第一人者・近藤純夫先生をお招きい
たします。貴重な体験談やあっと驚くハワ
イの歴史、日本とのつながりを語っていた
だきましょう。
【講師紹介】近藤純夫先生（朝日カルチャーセンター「ハワイ
学」講師、洞窟探検家、翻訳家、エッセイストほか。著書：『ハ
ワイアン・ガーデン』ほか多数）

１０月１８日（土）
〜古甲州道中と武蔵七党立川氏を探る〜
〜国立市と立川市南部地域ガイドウォーク〜
ガイド：佐藤文俊（団員）
【内容】今回は 4 月実施の古多摩川が削り残した段
丘上のハケ道を引き続き遡ります。ご案内する立川
市南部青柳段丘上を通る甲州街道は昨年 11 月、国
立インター入口より以西の国道の地位を新道日野バ
イパスに譲り、256 号線と呼ばれる都道になりました。
時代の変貌の中で、古甲州道とその周辺に往古か
ら続く人々の生活の痕跡を探ります。
【コース】ＪＲ南武線「矢川駅」北口階段
１０：００集合〜立川河原古戦場と伝三輪城～向郷
及び緑川遺跡と矢川の清流～青柳古墳群と四軒在
家遺跡～ママ下湧水～古甲州道（道中）～日野津（旧
渡船場）＜昼食＞～残堀川～立川氏館跡（普済寺）
～鎌倉古道～諏訪神社～ＪＲ「立川駅」南口(行程：
約 8.0 ㎞、解散：立川駅 16:00 頃）

連絡先：佐藤文俊（ 042-373-3193）
と もき よ

小山田与清の足跡をたどる
１０月２５日（土） ❒筑井（津久井）紀行―Ⅱ
「築井紀行」に沿った津久井湖周辺のガイドウォーク
ガイド：田中次雄（団員）・小林清三（団員）
【内容】武州小山田村（現、町田市上小山田町）の生んだ江戸
後期の国学者小山田与清がその著『筑井紀行・三保路の記』で
辿った道を歩くウオ−キングです。
与清は小山田を出立した後久保沢・畑久保・荒川を経由して
嶋崎律直の家に到着して２泊、津久井城址、小倉の紅葉見物
などをした。今回は、川和（津久井中野）を経て、三ケ木・沼本か
ら石老山（顕鏡寺）を訪ねるクライマックスの旅である。与清が訪
ねたのは旧暦の 9 月 26 日、まさに同じ季節でのウォーキングで
す。ご期待ください。
【コース】ＪＲ横浜線「橋本駅」改札口前９：３０集合＝バ
ス＝三ケ木～沼本～石老山入口～正覚寺～顕鏡寺～石老山～
ピクニックランドまたは、石老山登山口バス停 1６:０0 頃解散
連絡先：田中次雄( 080-5501-0374）
予定。

１２月１３日（土） ❒筑井（津久井）紀行−Ⅲ
「築井紀行」に沿った世田谷周辺のガイドウォーク
ガイド：斎地カズエ（団員）
【内容】武州多摩郡上小山田村の生んだ近世後期の和学考証
家小山田与清の『筑井紀行』。およそ 200 年前に書かれたこの
紀行文の行程を今の都内で辿ることは至難の業ですが、今回
は北沢の里の淡島神社から梅ヶ丘の円乗院を経て氷川神社ま
で、北沢や大蔵の里を歩き近世後期の旅を偲びます。
【コース】小田急線「下北沢駅」改札口前９：３０集合〜

昨年の「さきもりまつり」

ガイド・
リーダーと行く史跡探索

❒ハケの道歴史探訪シリーズ-Ⅱ

や ま の

と

赤駒を山野にはがし捕りかにて
か し
多摩の横山徒歩ゆかやらむ
（万葉集・巻２０−４４１７）
この歌に詠まれた多摩丘陵・多摩よこやまの道を舞台に
毎年実施してきた恒例の「さきもり（防人）まつり」を今年も 11
月 23 日（日曜・勤労感謝の日）当日小雨決行で開催します。
2005 年から始めて今年 4 回目。・・・この峠を越えれば、もう
再び会えないかもしれない夫婦の別れの悲しさを想いながら
紅葉の道を歩くこのイベントは毎年好評で、参加者も増加傾
向のため集合・出発地点を 2 箇所に、また昼食時のメイン会
場を多摩市立大谷戸公園に変更して開催します。どうぞご家
族でご参加ください。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

★さきもり（防人）の道ウォーキング（弁当持参）
万葉の時代…防人達が武蔵国府のある府中に集められ、
役人に引率されて難波津（大阪港）に向かって歩いたであろ
う推定・古代東海道の史跡・遺跡・古道跡を検証しながらのウ
ォークです。 ◎参加費は１人５００円（中学生以下は無料）
◎事前申込み不要・当日集合場所受付 ◎参加者全員に記
念バッジを差し上げます
◎Ａコース（４.５キロ）＝９：００集合 府中市・大国魂神社正
面大鳥居前 神社隣に新設復元された史跡・武蔵国衙跡で
の出発式〜分倍河原の古道〜中河原の古道〜（関戸橋で多
摩川を渡り）〜大栗橋〜連光寺大阪〜高西寺前〜打越山遺

淡島神社～森厳寺～北沢八幡神社～鎌倉橋～（北沢緑道)～円
乗院～「梅ケ丘駅」＝電車＝「成城学園駅」～次大夫掘公園（昼
食）～須賀神社～慶元寺～氷川神社～(岩戸川緑道)～小田急狛
江駅 15:30 解散予定（約 7km）

連絡先：斎地カズエ（ 090-6184-9060）

１月３１日（土） ❒筑井（津久井）紀行−Ⅳ
三代北条氏康の初陣小沢が原の合戦の跡を探る
『寿福寺〜小沢城編』
ガイド：横田泰次（団員）
【内容】小沢城は大永 6 年(1526)から享禄 3 年(1530)にかけて
二代北条氏綱から三代氏康への継承を控え、扇谷上杉氏と戦
った合戦場です。このときの戦いを小沢が原の合戦と言い、後
北条氏の北西武蔵進攻の足掛かりとなったと言われており、三
代氏康の初陣の戦でもありました。こんな多摩の古戦場を巡り
往時を偲びます。
【コース】京王相模原線「稲田堤駅」北口改札口前９：３０集
合～多摩川～子之神社～法泉寺～薬師寺～寿福寺(昼食）～小
沢城址～穴沢天神社～京王よみうりランド駅(15:30 頃解散予
連絡先：横田泰次（ 042-377-2539）
定)

(財)東京市町村自治調査会・多摩交流センター助成事業

【メイン会場】
多摩市・大谷戸公園（多摩市連光寺 5-17-1）
【集合場所・時間】
★Ａコース
府中市・大国魂神社正面大鳥居前/9：00
★Ｂコース
京王線・聖蹟桜ヶ丘駅西口改札前/10：00

万葉時代・古代東海道ウォーキング
１１月２３日（日・祝） 小雨決行
跡〜メイン会場（弁当・休憩・お楽しみイベント）〜聖ケ丘〜
馬引沢〜諏訪〜多摩よこやまの道〜解散地点・防人見返
りの峠（パノラマ台）
◎Ｂコース（２キロ）＝１０：００集合 京王線・聖蹟桜ヶ丘駅
西口改札前（多摩市） 駅前から大栗橋まで〜その後は A コ
ースと同じ道を歩きます。
いずれのコースも府中大国魂神社と打越山遺跡では歴
史古街道団・宮田団長が説明し、その他の史跡ポイントでは
団員のガイドリーダーが説明します。

★メイン会場でのお楽しみ
A・B 両コースが合流し休憩するメイン会場は参加者の利
便と安全を考え、今回は広い平地（芝生）のある大谷戸公園
（東京都多摩市連光寺 5-17-1）です。
正午から午後２時までは緑豊かな公園でお弁当・トイレの
休憩時間。やがてそこに現われた万葉時代の衣装を身に着
けた防人（さきもり）、その妻子や家族、引率する役人、大伴
家持なども交えて、一緒に万葉歌の朗詠と解説、歌手・しま
だあやさんの「防人望郷の歌・野外コンサート」、福引抽選
会、地元生産野菜の展示頒布などを予定しています。時空
を超えたミステリアスな時間と古代ロマンをお楽しみください。

昨年に引き続き「さきもりまつり２００８写真展」を多摩市内
で開催します。参加者が紅葉美しい道中で古代ロマン・ウォ
ーキングを楽しんでいる情景を撮影してください。詳しい応
募要領は当日・受付で配布します。

★「歴史を背景としたまちづくりを…」
東京都から神奈川県にまたがる多摩丘陵は歴史や古道
の宝庫です。私達の「さきもりまつり」は、多摩地区の豊かな
歴史資源を活用した 多摩ならではの地域おこし・まちづく
り を呼びかける歴史イベントとして、２００５年秋に創造し続
けてきました。
よそからの借り物でない独自の地域まつりにするため、衣
装・小道具・装飾品まで全て団員の手作りで準備。忘れられ
た路傍の小さな文化財に光をあて、歴史的価値を再発見す
ることで市民を元気にしよう…という地道な活動が認められ、
２００７年度から（財）東京市町村自治調査会・多摩交流セン
ターの助成対象事業。また今年度は府中市・(財)府中市文
化振興財団の協力が予定されています。

メイン会場案内図 大谷戸公園/東京都多摩市連光寺 5-17-1
関戸橋

★プレ学習と検証ウォーク

★写真展も開催します

聖蹟桜ヶ丘駅

さきもり(防人)まつりの理解を一層深めるため、事前検証
ウォーキングや学習会を開催しますので、ご参加ください。
（詳しい内容は２〜３ページをご御覧下さい）

多摩川

「築井紀行」に沿った古里を歩く
ガイド：小菅 勲（団員）
【内容】与清は 32 才の時、小山田の生家を訪ね、そして旧友達
とも会いました。今回、小山田を中心にその足跡を歩いてみよう
と思います。
【コース】 京王相模原線「南大沢駅」改札口前９：３０集
合～蓮生寺～長池～鶴見川源々流～田中谷戸～与清生家～養
樹院～神明神社～大泉寺～若林三右衛門宅～日大三高入口バ
連絡先：小菅勲（ 042-791-3592）
ス停解散(15:30 頃)

２月２８日（土） ❒筑井（津久井）紀行−Ⅵ
国府の衰退と総社の隆盛探る
ガイド：横田泰次（団員）
『深大寺〜六所宮編』
【内容】深大寺から六所宮を巡り、国府と総社との関係、国府の
衰退と総社の隆盛の関係を探るウオーキンクです。また、六所
宮を中心に最近の発掘結果をもとにその様子を探ります。「国

大栗川
多摩センターへ→

２月２２日（日） ❒筑井（津久井）紀行−Ⅴ

大栗橋

VITA

乞田川

駐在所
春日神社

大谷戸公
連光寺小学校

行幸橋
高西寺

大谷戸
大谷戸公園

★

府と総社」さてどんなうんちくが語られるか? 楽しみにして待ちま
しょう。
【コース】京王線「調布駅」北口改札前９：３０集合～布田
神社～国領神社～虎柏神社～青渭神社～深大寺城址～浅間山
～欅並木第１鳥居～称名寺～大国魂神社(16:00 頃解散予定)

連絡先：横田泰次（ 042-377-2539）
ガイド・ウォークの共通参加事項
・参加費＝団員/５００円 一般/７００円
・申込不要 ・弁当・雨具持参

ガイド・
ウォーキングを振り返って

説明をする佐藤ガイド(分倍河原駅前）

2008.2.16（土）

古代甲州道を歩く
(多摩境〜堀の内)
ガイド：齊地 カズエ

２月のやや春めいた感 ・
じのする一日、京王相模
原線の多摩境駅から京王
堀之内駅まで歩きました。
不慣れな案内役でしたが、
多くの方に参加していただ
いて有難うございました。
田端遺跡は縄文時代の
特異な遺跡です。環状積
石の長軸方向に真っ白な ・
富士山の頭が望め、冬至
の日には丹沢の最高峰、蛭が岳に日
が沈みます。縄文人は丹沢連峰のど
こに日が沈むかによって一年を知り、
また冬至を意識していたようです。説
明してくださった中丸三次氏は、冬至
に多摩市の稲荷塚古墳から蛭が岳に
日が沈むのを予測し確認されていま
す。
田端の坂（ 浜街道） を登った尾根
（浜見場）から大田切池までの鮎道は、
かつて相模川水系で捕れた鮎を御菜
鮎として津久井から江戸城へ運んだ
道です。 鮎は腸を抜いて運ばれたの
ですが、その腸を使ったかんこ（太鼓
の一種）焼きが神奈川県の郷土料理
に選ばれています。城山の山口清先
生からそのお話をしていただきました。
かんこ焼とは鮎の腸の塩漬けを具にし
て地粉の皮でくるみ焼いたもので、今
では大変珍しいものとのことです。

戦車道路脇に津島神社跡があり、
当日資料に「その昔尾州津島神社の
御師当地に来りて病死せしにより当山
中に埋葬し津島神社より牛頭天皇を
勧請して共に祭る・・」と載せました。
御師、修験、願人など似たような宗教
的勧進行為をする人たちは諸国を廻
って信仰を広め、もし旅先で死んだら、
「捨場相近き所え埋・・」（青梅市長淵
の村鑑）められたそうです。他の資料
（荒井貢次郎）にも『漂泊する乞食（勧
進）が、旅のうちに病死した時は、人
のあまり近寄らない陰惨な場所に埋め
られることを悲しくも歌いあげたものに、
「五ッ木の子守唄」がある。
…おどま（おれは）勧進かんじん
あん人たちゃ良か衆 よかし よ
か帯 よか着物 おどんが打っ死
んだちゅうて 誰が泣ゃあて 呉
りゅきゃァ 裏の松山 蝉がなく
おどんが打っ死んだば 道端ち埋
けろ 通る人毎 花あぎゅう 花
は何んの花 つんつん椿 水は天
から 貰い水…』とあります。
このことからも津島神社に御師と祭神
が共に祭られたのではなく、御師の埋
葬と牛頭天王勧請を共に行ったという
ことだろうと考えます。長池、蓮生寺に
続く尾根を辿ると別所で、そこに伝わ
る浄瑠璃姫伝説は大変興味深いもの
でした。類似した伝説が三河にあり、
それが琵琶法師によって全国に広ま
り現在の文楽に発展したというのです。
なぜ由木の別所にも似たような伝説
があるのでしょうか。６月に出版される
という、浄瑠璃
姫伝説の原画
展を観ることが
出来たのは幸
いでした。近
代的な街並み
の中を別所川
に沿って歩くと
終点の京王堀
之内駅です。

団員達の
2008.4.12（土）

古多摩川の流跡、春萌の
ハケに古を訪ねて
ガイド：佐藤文俊

春うらら、湧水集める小川の流れ、
陽光耀う青葉若葉の一本道に、ガイド
を先頭にして 33 人の老若男女の細く
て長い現代版巡礼者の列が続きます。
今回の歴史探訪ウォーキングは、府
中から青柳にかかる崖線（ハケ）上に
連なる古墳群から南武蔵への「古代
国府建設の謎にせまる」がテーマ。
古えには武蔵北部の埼玉（さきたま）
に本拠を置き、関東一円にヤマト政権
に匹敵する程の力を持った大きな在
地豪族が居た。しかし、時代の移ろい
と共に、やがて中央政権に組み入れ
られた５世紀の後半、領有地の統治
権にまでヤマト政権が介入する事は
無かったが、一族の長ヲワケはワカタ
ケル大王（第 21 代雄略天皇）に兵務
で従属する事となる。
時を経た８世紀初頭、ここ武蔵の南
端、府中の地に国府を誘致したのはこ
のヲタケの一族では無く、他の部族だ
ったと云われている。
その部族とは、４世紀半ば江戸湾に
入り、順次多摩川を溯りながら営々と
大型古墳を作り続け、ついに中流域、
府中の崖線に達した時、奇しくもヤマ
ト政権は大宝律令（718）の詔に伴う国
衙の建設を進めている時だった。府中
や青柳の崖線上に連綿と続く数々の
古墳群の人達や、高倉そして多摩川
南岸の臼井、稲荷塚に眠る首長達を
従えヤマトと強い誼を通じ、時の政権
から下賜された銀象嵌に六曜文を施
した太刀を持った府中は熊野神社古
浄瑠璃姫の碑(東京都多摩市別所) 墳（2005 年７月 国史跡指定）の主が
村の中宿、関戸の文化人であっ
た 五 流 屋敷 の 庭 に 安 保 入道 道 忍
の墳がある。入道塚とも云う。鎌
倉 方が 敗 れ、 戦 い 不利 にな っ た
時、入道親子は大将北条矢泰家公
を鎌倉に逃がす為、己れ等は勇戦
奮闘して遂に自刃ここに果てる。
戦さ果てたる後、村人これを悲し
み、死体をここに葬り塚を為した
りと伝えている。五月十六日、近
く の 観 音 寺 で 村 の 老 婆 等が 集 ま
り、念仏供養を今も続けている。
尚、不思議な縁と云うべきか、
八 郎 塚の主 で あ る 横 溝 八郎 のご
子孫が近くの桜ヶ丘に住まわれ、
時 に 香 華 を 手向 け ら れ てい る と
云う。
ここに住 居の地を 求められる
時、先祖である横溝八郎終焉の地
など全然ご存知なかったと云う。
因縁と申すべきか。

（平成十二年発行）

【著者紹介】
井 上 正 吉 。 大 正 ８ 年 生 れ 。 多摩 市 関
戸在住。現在も元気に田や畑を耕し、
短歌・俳句を詠み、謡曲を習う。
主な著書は『吉富の村人たち』
『多摩の語りべ』
『多摩の民話』
『野翁小咄』など。

府中国府誘致に携わった張本人と考
えれば納得しやすい。そして、その主
とは誰だったのか、武蔵国造・兄多毛
比命に関わる一派か、埼玉王国滅亡
ヲワケ分流末裔の移住者か、はたまた
遥々海を渡ってきた彼の国の人達か
……等々、武蔵国府誘致者の謎のロ
マンは尽きない。
今回ガイドの思惑は、「みんなで考
えよう、この謎解きを！」だった。しかし、
道々様々、他の古人の刻みの痕跡も
看過しないのが歴史古街道団の精神。
縄文集落、中世の武士館、菅原道真
やその曾孫に纏わる話まで多種多様
の解説挿入で焦点はずれ続け、終え
てみて「はてさて、今日のテーマは何
だったっけ？」が参加者大勢の感想
でしょう。
「理解出来なかった。でも楽しい一
日だった」。団長は常に云う、「それで
良いのです」と。今日の水辺のコース
は古跡に係わらず、ただのんびりゆっ
くり季節毎の花々を追ってする散策路
としてもお勧め。後日、家族や親しい
友人達を伴い再訪して下されば、そ
れだけで今日のガイドは胸を撫で下ろ
せます。

2008.9.13（土）

「筑井（津久井）紀行」
小山田与清の道をたどる（１）
ガイド：田中次雄・小林清三
この企画は「小山田村（町田市）が
生んだ、国学の三大家と尊称された
小山田与清を多摩に住む人にもっと
知って欲しい」という中丸調査研究部
長の熱い思いにより
実現しました。
文化 11 年（1814）与清 32 歳の紀行

すがごものみふは紅葉にことよせて
君なつかしみ われは来にけり
と与清は澧水に詠んだ。
そうです！ 与清のこの旅の最大の目
的は澧水に会うためだったのです。
与清と澧水のこの対面は文化 11 年
（1814）9 月 25 日、津久井城址本丸に
立つ『筑井古城記碑』撰文の日付は、
文化 13 年（1816）11 月 28 日、すなわ
ち、この対面の 2 年後に撰文が作成
（清書）されました。(実際に碑が建立
されたのは文政 4 年（1821）11 月と推
定されている)
与清のこの旅は、従兄弟である根
小屋村の名主嶋崎律直（ただなお）に

筑井古城記碑(神奈川県相模原市）

ガイド・
ウォーキングを振り返って

活動記録

を記した『筑井紀行三保道の記』を辿
るウｵ―キングの第 1 回目として、9 月
13 日（土）は久保沢〜畑久保〜津久
井城址〜根小屋への道を辿りました。
当日は久しぶりの好転に恵まれて
45 名の参加者を得ました。
与清はこの旅の目的を、「自分の生
地であり父母の地を訪ねることと津久
井の紅葉を鑑賞すること」と述べてい
ます。果たしてそれだけだろうか？
今回は密かにその謎を明らかにする
ウｵ―キングになるようにと願っていま
した。
まず、我々古街道団の一行は、かつ
て賑わいを見せていたであろう久保沢
市・原宿市をしのび、その繁栄の証で
もあろう、久保沢の百体観音、桂昌寺
（現大正寺）の百体地蔵を鑑賞し、ま
た普門寺では天保の御用金事件で領
主用人や名主に立ち向かい犠牲とな
った小前百姓を弔う宝筺印塔に上
川尻村（城山町）の歴史を垣間見なが
ら、与清も歩いたであろう、土地の
人々が甲州ケードという道を畑久保へ
と歩を進めた。
澧水の屋敷は圏央道の工事であわ
や撤去されるところを、地域の熱心な
保護運動で生き残った日本一大きい
というウラジロガシの近くにあった。

かねてから依頼されて
いた嶋崎家の祖先を顕彰
するための碑の撰文を打
ち合わせるための旅であ
ったのではないか･･･。律
直から 家伝を聞き、澧水
から土地の伝承を聞いた
であろう。
与清は律直の祖先への
熱い思いに打たれ、古城
の本丸跡に立って構想を
練り、そして『筑井古城記』
の題額を白川少将朝臣
(松平定信)、文の撰者に
大学頭林衡、撰文の書写
に奥祐筆屋代弘賢、刻者
に広瀬群鶴という当時超
大物の人たちを動かすことを決意した
のかも知れない。
最後の行程で津久井城主内藤氏ゆ
かりの功雲寺にお参りして往時の人を
偲んだ。今では、北条時代の歴代津
久井城主は内藤大和入道―朝行―
康行―綱秀―直行ということで地域史
の研究者の間で一致している。
すべての行程を終わって遥か城山
を見上げると樹齢 700 年の大杉が、俺
はすべてを見てきたよ･･･とニッコリ笑
った。飯縄権現と参加くださった皆さ
んに行程の無事故を感謝してこのウｵ
―キングを終えた。
筑井文化第７号・出版記念講演会

『筑井城主・内藤氏』
◎講師：黒田基樹氏（駒澤大学講師）
◎10 月 18 日(土) 13：30〜15：30
◎津久井湖記念館ホール ◎500 円
主催：津久井歴史研究会（歴史古街道団後援）

多摩の昔ばなし ③

古き塚あり

﹃
野翁小咄﹄
より

井上正吉著

村に古塚が三つある。塚にも
いろいろあるけれども、この塚
は元弘の戦いに死者を葬った塚
と伝えられている。場所は村外
れのことが多い。従って夕昏や
夜更けなど、なんとなく妖気が
漂 う 。 村 人 は こ れ を 恐 れ 、時 に
は念仏供養をして仇なかれと願
ったのである。
まず旗巻塚は今の桜ヶ丘の駅
近くに在る。分梅、関戸の河原
の 戦 い に 不 利 に な っ た 北 条方 が
軍旗を巻き命からがら金比羅尾
根の頂上の砦に逃げのびたと伝
え ら れ て い る 。 田 圃 の 中 に小 高
く築かれていた。
その二つ、八郎塚は大栗川を
渡り、村の真ん中を走る旧道の
西側にある。鎌倉方の武将、横
溝八郎を祀ったもので、規模が
大きく、その頂きに祠があり、
延命寺さんの所轄である。

八郎塚

2008年秋〜2009年新春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、【協力団体】(里)＝鎌倉古道さとびとの会、(海)＝海陸古道研究会。
探索・学習テーマ欄；歩＝宮田太郎ウォーキング、学＝講演会／学習会、ガイド＝ガイドリーダーウォーク
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

10月11日(土)

JR横須賀線「大船駅」南口 【歩】大船・田谷の仏教洞窟探検と長尾砦を
探る
改札口前 10：00

団員:700円
一般:1,000円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

10月13日(月・祝)

神奈中バス・野津田車庫バ
【歩】万葉さきもり古代東海道ウォーク
ス亭 10：00

団員:700円
一般:1,000円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

10月18日(土)

JR南部線「矢川駅」北口階 【ガイド】ハケの道歴史探訪シリーズ−Ⅱ、
段下 10:00
古甲州道と立川氏を探る

団員:500円
一般:700円

当日

(団)佐藤
℡042‑373‑3193

10月25日(土)

JR横浜線「橋本駅」
改札口前 09:30

【ガイド】築井（津久井）紀行 小山田与清の
道をだどる−Ⅱ、川和〜石老山編

団員:500円
一般:700円

当日

(団)田中
℡042‑782‑4263

11月３日(月・祝)

関戸公民館８Ｆ大会議室
【学】多摩の横山−万葉集東歌・防人歌の世界
聖蹟桜ヶ丘駅徒歩３分 13:30 −、講師：小野一之氏（府中郷土の森学芸員）

団員:500円
一般:700円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

11月13日(木)

ＪＲ横浜線「古淵駅」改札口前
10:00

【歩】防人の道を追って座間・勝坂丘陵を歩く

団員:700円
一般:1,000円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

11月23日(日・祝)

(A)府中大国魂神社大鳥居
前 09:00
(B)聖蹟桜ヶ丘駅西口改札
口前 10:00

さきもりまつり２００８

団員:500円
一般:700円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

11月26日(水)

東急目黒線「武蔵小山駅」 【歩】品川道シリーズ 、林試の森と目黒不
改札口前 10:00
動のさんま坂

800円

当日

(里)遠藤
℡042‑376‑1122

12月７日(日)

横浜市営地下鉄「センター北
駅」改札口前 10:00

【歩】港北ニュータウンの横浜・茅ヶ崎城と杉
山神社の謎

団員:700円
一般:1,000円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

12月13日(土)

小田急線「下北沢駅」改札口
前 09:30

【ガイド】築井（津久井）紀行
道をだどる−Ⅲ、世田谷編

団員:700円
一般:1,000円

当日

(団)齊地
℡090‑6184‑9060

12月16日(火)

京急本線「新馬場駅」改札 【歩】品川道シリーズ 最終回、年の瀬の目
口前 10:00
黒川・荏原神社とお水とりの品川湊

800円

当日

(里)遠藤
℡042‑376‑1122

12月18日(木)

聖蹟桜ヶ丘駅周辺
18:00

１月12日(月・祝)

【学】ハワイ諸島の歴史と海の古街道（仮
関戸公民館８Ｆ大会議室
題）、講師：近藤純夫氏（朝日カルチャー講
聖蹟桜ヶ丘駅徒歩３分 13:30
師、洞窟探検家）

１月25日(日)

メトロ丸の内／銀座線赤坂見
【歩】新春ウォーク東京あるき初め
附駅ベルビー赤坂出口を地上
赤坂・六本木・虎ノ門界隈歴史散歩
に出たベルビー赤坂前 10:00

１月31日(土)

京王相模原線稲田堤駅北口
改札口前 09:30

２月10日(火)

JR横浜線「長津田駅」改札 【歩】早春の大山道・長津田宿と天王様の古
口前 10:00
道

２月14日(土)

小田急江ノ島線「鶴間駅」改札 【歩】大山街道
口前 10:00
を歩く

２月22日(日)

京王相模原線南大沢駅改札
口前 09:30

２月28日(土)

３月24日(火)

小山田与清の

未定
11月23日までに
決定

忘年会、詳細未定

〆切
(団)宮田
12月７日 ℡090‑7002‑3431

団員:500円
一般1000円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

団員:700円
一般:1,000円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

団員:500円
一般:700円

当日

(団)横田
042‑377‑2539

800円

当日

(里)遠藤
℡042‑376‑1122

団員:700円
一般:1,000円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

【ガイド】築井（津久井）紀行 小山田与清の
道をだどる−Ⅴ、与清の生家周辺編

団員:500円
一般:700円

当日

(団)小菅
042‑791‑3592

京王線調布駅北口改札口前
09:30

【ガイド】築井（津久井）紀行 小山田与清の
道をだどる−Ⅵ、深大寺〜六所宮編

団員:500円
一般:700円

当日

(団)横田
042‑377‑2539

京王線「笹塚駅」改札口前
10:00

【歩】下北沢の鎌倉街道と玉川上水大曲を歩く

団員:700円
一般:1,000円

当日

(団)宮田
℡090‑7002‑3431

【ガイド】築井（津久井）紀行 小山田与清の
道をだどる−Ⅳ、寿福寺〜小沢城編

編集後記
今年も３ヶ月足らずなりましたが、団長は全国を駆け
回る多忙な毎日です。ウォーキングﾞには最適な季節。
９月から始まったガイドウォーク・筑井紀行シリーズ全
６回や恒例の“さきもりまつり”などお楽しみ下さい。
編集責任：歴史古街道団広報部（河村・金子・遠藤）

鶴間山王の里

と引地川水源

【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/

