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“道"の素晴らしき特質を生かした未来ヘ

身近な"歴史ある暮らしの小径"の力・再発見
～私たちの健康に役立ち、地域交流や、外部の人も呼ぶ

不思議な 力 を持つ「道」に、益々注目〃～

身近な地域の暮 らしの場 に生 きている小径 を大切に し、地域づ くりや外部の人 との交流にも活かせる「線」と

しての“道の特質"を知ろう。

歴史ある街道は地域の枠 (行政境)を超えて人 と人を結ぶ力を秘めている。孤立 しがちな地域同士、人 と人を線で

つなぎ、結び合 うことをも可能にする。ボーダーレス時代における広域連携を推進 しよう。

歴史古道の価値や面白さがわかる人は幸せな人.全国各地の様々な文化や人のつなが り、音か ら連綿 と繰 り返 さ

れてきた先人たち暮 らしの知恵や遅 しさ、尊 さを実感できた時、ココロとカラダが少 しずつ柔 らか く、ほ ぐされ

てい くように感 じられるもの。さらなる参加者の仲間づ くりに皆 さまのお力をお貸 しください。

φ纏(鯛理藻晶t∫勒
この冬の季節、建物内に居る時間を少し削って、新鮮な

外の空気に浸る時間をちょっとずつ増やしてみましょう。

外に出ることで、脳内が自然に活性化し、体内細胞のミト

コンドリアが喜んで動きが活性化 ?し、今注目の“長生き

ホルモン"も カラダを巡り始めることでしょう。

そ して、さらには暮 らしの場のす ぐ

目の前の道か ら外部の町へ、また 日

本列島の隅々にまで道は続いている

ことに気が付 くと、ワクワク した気

持ちがカ ラダ中に満ちて来て、自然

と前に一歩押し出してくれるはずです。

2016年 の今年も、大いに外へ出て

カラダをほぐしなが ら、時空のまど

ろみの中で、同じ想いを共有 し合 う

仲間と、ひとときを遊ぶ―一 人生を

豊かに、そして健康にしてくれる“道"

の力に今年も大注目です。

「多摩よこやまの道」は、2004年には“日本の歩きたい

道500選 "(東京 10選の内の一つ)と な り、2015年の11

月に新たに“新 日本歩 く道紀行「歴史の道」

100選 "に選定されました。

これは全国の中でも「歴史古道 としての

歩 く道」が格別な名誉を得た画期的な快挙

と言えましょう。そもそも“多摩よこやまの を

道"は、40年以上多摩ニュータウン開発に携 替

わった、公団や建築家、施工者の方々の多摩 う

く 鱚 今年は『多摩よこやまの道』に熱い視線 π ‐警か >

時には“海辺の道"に こだわって巡って歩いてみるのも

またいいもの。

インドネシアやハワイ諸島と同じく、私たち日本は列島

だから、ぐるりと囲む海辺の道を少しずつ訪ねれば、海洋

上から寄せる風の中でたくましく生きてきた海辺の町の

人々の生き方や大 らかさに接することができます。波の

上に広がる光を見続けたからこその、優しくも遠 くを見

るかのような輝く眼に、たくさん出会えることでしょう。

陸の道・丘の道を訪ねれば、田園の

草々と土の匂い、細い水の流れや草

花の香 りに包まれて暮 らす人々の、

静かなる微笑みにも出会えるでしょう。

各地の“歴史ある暮らしの小径"は、

いつでも、自然に、現代を生きる私

たちを優 しくいざなって くれてい

ます一一 次第に変わりゆく日本だか

らこそ、ずっと変わ らない何かを探

して、今年も元気に、皆んなで歩きま

しょう。

丘陵への恩返しの想いが実を結んだものであり、歴史監

修でも協力させて頂く中で、私自身も益々その価値を実

感していきました。

この“よこやまの道"は現

在 も多摩市の管理財産なが

ら、実際には稲城市、川崎市、

町田市、八王子市にも接する

遊歩道であることか ら、5市

連携と協同による取 り組みは、

▲ 地域の魅力ある古道や小径をゆつくりと歩こう

(秋田角館 )
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これからも欠かせないものとなりそうです。

歴史古街道団は『万葉時代古代東海道・防人 (さ きもり)

まつ り』を過去7年間に毎年 1回実施 し、この間に“防人

見返 りの峠"標柱を自力で丘の上に立て、パルテノン多

摩20年での多摩センター駅前ではパレー ドや壮大な歌

と芝居のイベン トの実施、府中の駅前けやき並木通 り

での府中ふるさと国府祭 りなどでの防人パ レー ドにも

参加協力して、よこやまの道 PRに結び付けてきました。

それ らも、今や良き思い出とな りつつある現在、数々の

歴史に彩 られた武蔵野や相模野を見渡せる大展望の丘

のその歴史の価値や面白さをしっか りと伝えていきた

いと思います。

また、現在も継続中であり、須知正度氏 (歴史古街道団・

事務局長)に よる月1回の「多摩よこやまの道ウォーク」

も、会員の皆様に支援され、人気も高く新 しい参加者も

次第に増えてきました。

これか らも、皆様の益々のご参加 とお力添えを心よ

りお待ちしています。

″

″

“

ヽ

ヽ

申し込み不要 当日現地にて受付  参加費 :団員 700円 一般 1,000円 会員のこ夫婦・家族は各500円 0れてし`ても、にゎヵ雨横″
昼食:自 由昼食 (飲食店でも弁当持参でも可)水筒 (飲料)雨具等のウォーキング グッズは各自でこ持参下さい
雨天でも実施〔大雨や大風などのよほどの荒天時のみ中止 (当 日朝6:30ま でに催行可否を決定します)〕

宮田携帯 090-7002-3431*詳 細は歴史古街道団HP参照 一―イヤホンガイド試験貸出中 /(こ希望の方、有料・先着40名 )―一

盤端鰈誅

【内容】 大山古街道シリーズも残すところ3回となりました。いよいよ

相模川を目前に、古墳時代の杯目武 (サガム)国"の圏内だつた?

海老名市域に入ります。相模国分寺跡は判明している中で、未
確認の国府跡の位置も新たに考えていきます。また古事記の
ヤマトタケルの大攻めの文には「さがむの国に入りまし時」、

また「さがむの御野」0目模原台地?)

とあります。当地方の豪族こそ、攻め

た側 (サガム王国)一一という考察を

も踏まえて古代街道や前方後円墳も

探ります。

【コース】 月ヽ田急線「海老名駅」中央改札口前 午前9時45分集合～国府推定地 (勝瀬国府:宮田案)～鳳勝寺～上浜田遺跡 (古代東海道
の駅家)～渋谷重国館伝説地～ひさこ塚古墳 (前方後円墳)～自由昼食 (海老名駅前ビナウォーク他)～推定・大山古街道～目久
尻川と望地遺跡～相模国分寺僧寺と尼寺跡～弥生神社と龍峰寺～海老名駅 解散は15時45分頃 行程約5 5km

【内容】大山古街道は、相模川を本厚木付近で渡り、厚木市の愛甲から

伊勢原市の石田へと続いています。今回の愛甲石田編は、ヤ
マトタケルを攻めた?サガム国の豪族たちの“古墳・王家の谷"

(みやたの研究上呼称)から伊勢原の下糟屋手前までを探索。

いよいよ大山も目前に見えてくる雄大な古代景観の中の遺跡

地帯は、古代～中世の古道と共に謎の多い地域です。

【コース】」ヽ田急線「愛甲石田駅」改札口前 午前9時45分集合～愛甲大塚古墳と謎の市境界線～円光寺 (愛甲三郎宝医印塔)～熊野神社
(古墳?)と長大な参道～自由昼食 (国道246号線沿いのフアミレス等)～地頭山古墳～船子八幡神社と弥生環濠集落遺跡～玉川
～愛甲三郎館跡～高森の大山古街道～小金塚古墳～子安神社～愛甲石田駅 解散は15時45分頃 行程約5 5km

―シリーズ 第10弾 【最終回 !】 ～

【内容】 大山古街道 (古代～中世)は、江戸時代の大山参詣道とどのよ
うに違つていたのでしょうか。鎌倉～南北朝時代の糟屋氏の城
館址、室町時代の太田道灌公と墓所や主君・上杉定正の館跡推
定地等と大山古街道の関係を探り、伊勢原から入る正面ルート

(参詣道)の入口手前で、いよいよシリーズ

は終点となります。大山山麓の少し手前だ

からこその美しき山容を楽しみながら探索

していきましょう。

【コース】 」ヽ田急線「伊勢原駅」改札口前 午前9時45分集合～駒形橋～太田道灌の墓所 (南蓮寺)～高部屋神社 (糟屋氏の丸山城址)と大
山古街道～自由昼食 (東海大学前の国道246沿いのフアミレス等)～耕雲寺 (大山街道交差点と石塔)～上糟屋の大山古街道～太
田道灌の首塚～上杉館～石倉の大山参詣道～石倉バス停～伊勢原駅 解散は15時45分頃 行程約6km

テー マは “徳 川 家康 の御 成道 (奥州古道 )"

〉〉〉徳川家康が秀吉の為に建設したといわれる御殿跡が府中本町の発掘調査で遂に発見されました。また家康の没後、日

1 光に改葬するように自身が命じた遺言通りに遺骸が運ばれた日光への道「矢倉沢古街道」「家康の御尊櫃御成道」(奥

州古道の一つ)の伝説と痕跡もまた、多摩市から町田市内に還つています。その痕跡の一つを 1990年頃に多摩市一

本杉公園の敷地内で確認し (宮田 )、 何度か文化財課や公園課にも相談してきました。ありがたいことに現状のまま何
とか壊れずに遺されていることが判りましたので、今年はいよいよ保全と観光活用に向けての行動を開始します。

この道は東西日本を結んだ重要なニッポン列島縦断の古街道「奥州古街道」の一本でもあり、足柄古街道でもあります。

西日本と東日本の交流に関わる重要な歴史ロマン&推定ルートをシリーズで探つていきます。

ち 府中御殿跡 (府中市の府中本町)から、多犀rp内～町田市木曽～座間～相模川までの全8回シリーズです。お楽しみに!!

張
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―シリーズ 第 1弾 !スタートは「府

【内容 】 第 1回の府中御殿編は、武蔵国府政庁に隣接する大國魂神社

や府中本町のエリアを探つていきます。この道は古代には奥

州古道 (国府街道)でもありました。平安時代の平安京 (京都市)

から後に家康ゆかりの地ともなる三河国を通つて関東平野の

【コース】京王線「府中駅」南口改札口前 午前10時集合～けやき並木の八幡太郎像～大國魂神社内の国衛政庁跡推定域と国指定・武蔵国

府政庁跡 (国衛跡)～大國魂神社境内一帯～昼食 (府中駅前で自由)～徳川家康府中御殿跡～奥州古道と国司の館跡推定地～下河

原線跡～～奥州古道推定地～京王線「中河原駅」 解散は15時30分頃 イ詈程約5 5km

武蔵国府 (府中)、 さらには東北地方の多賀城や胆沢城、また

奥州平泉へと通じた古街道です。

シリーズは府中の家康御殿から南下するルートとなります。

町田の鎌倉古道 が手 に取 る

ようにわかる、古街道研究家・

宮田太郎氏の新刊本が 10月
より有名書店で発売開始 〃

「鎌倉古道を探索しよう
(鎌倉街道0上道編)

*詳細な宙街道マップ付J

(町田市観光コンベンション

協会から発刊 )

くくくくな  みやたたろう 2016年 1月～4月の外部講座と旅  ■隣>>〉 〉
座学講座 (たましん府中店 2階 )

ニッポンの歴史&文化の交差点・多摩シリーズ
第4回 :「飛鳥・奈良・九州への大街道“古代東海道"」

第5回 :2月 4日 (木 )「 多摩丘陵の奥州古道の謎」 主催⇒多摩らいふ倶楽部

第6回 :3月 3日 (木 )「縄文ロードと古代甲州道」        *要 申込み

【本の内容と特徴】
多摩市の貝取団地から、町田市の小野路～蜀津田～本町田～町田の

商店街～金森・高ヶ坂～鶴間地区までの『鎌倉古道上道』の推定ルート

と歴史情報、古代街道の推定路を徹底網羅。マップと写真、詳しい解説

による多摩の古道研究30年間の成果を基にした詳細な案内書。

リュックに入る携帯サイズで使い易いガイドブック。

【販売価格と主な販売場所】本体価格11500円 (税別)

町田市域の久美堂 本店 ・小田急店 ・4丁目店 本町田店、

啓文堂 鶴り|1店、町田ツーリストギャラリー lTEL/FAX 042-850-9311)
小野路里山交流館、府中市郷土の森博物館

インターネット販売 :ベガ・ミュージックエンタテインメント株式会社
http://www vme coip/cd/?p=740
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■ 1月 13日 (水)駅集合。日帰リウォーク
『武蔵と相模のカントリーロードを歩く⑨ “座間の目久尻川流域の里"』

主催→NHK学園国立本校オープンスクール
*要申込み

■ 1月 17日 (日 )駅集合・日帰リウォーク『家康と秀吉の府中御殿&多摩川を渡る古道』 主催→多摩 らいふ倶楽部 *要 申込み

■ 1月

:::1全||*3回
とも同じ内容で開催

バス日帰 リツアー

『武蔵嵐山の高麗若光ラインを探る～

終末期古墳群 &木曽義仲誕生の地』

主催→クラブツー リズム
*要申込み  コース番号 :C4150078

■ 2月 8日 (月 )駅集合 ,日 帰 リウォーク
『多摩境の鮎街道と縄文ス トーンサークルの峠』

主催→多摩らいふ倶楽部
*要申込み

■ 2月 10日 (水)駅集合・日帰リウォーク                        主催→NHK学園国立本校オープンスクール
『武蔵と相模のカントリーロードを歩く⑩ “最古の玉川上水の痕跡の謎"』                *要 申込み

■ 2月

1::1全||*3回
とも同じ内容で開催

バス 日帰 リツアー

『荒川河岸の鹿島古墳群 と壬生吉志の道』
主催⇒クラブツーリズム

*要申込み コース番号:C4151‐078

■ 2月 21日 (日 )駅集合・日帰リウォーク『三ノ輸“日本堤"の吉原遊郭跡を探る』 主催→多摩らいふ倶楽部 *要 申込み

■ 3月 5日 (土)日 帰リウォーク「鎌倉吉道を歩こう !(多摩市一本杉公園～町田市小野路宿界限)」   主催→町田市コンベンション協会
*要申込み (申込先注意・下記参照)

■ 3月 13日 (日 )駅集合日帰リウォーク『平山城址と古街道を探索する(仮題)』            主催→東京都公園協会・桜ケ丘SC
※詳細に関しては発表前につき告知日程の決定次第HPにアップ予定。

■ 3月 19日 (土)座学講座 (教室 )『九州古代王国と相模 &武蔵の海神信仰』 主催→朝 日カルチャーセンター湘南 *要申込み

■ 3月 20日 (日 )日 帰 リバスツアー『厚木の七沢の大山古道と巡礼街道』 主催→多摩らいふ倶楽部 *要申込み(講座空席待ち)

■ 3月
ξ8目 {未})*2回

とも同じ内容で開催
～鎌倉古道・上道を探索しよう !①～

『中世のタイムトンネル“小野路"の古街道跡』
主催→クラブツーリズム

*要 申込み  コース番号 iC4001-017

■ 4月 1 日 (金)NHK学 園 日帰り特別ウォーク『多摩丘陵の里山と歴史古道を歩く』 ※詳細は決定次第 HPに アップ予定 *要申込み

日

日

９

２。

月４■

{未;)*2回
とも同じ内容で開催 蹴 た晶轟事扇詳亡こ占0「

主催→クラブツーリズム
*要申込み コース番号:C4002-017

◎多摩らいふ倶楽部 (担当:清田)

◎NHK学園オープンスクール国立本校 (担当:青木、堀内)

◎クラブツーリズム (担当:角 田*スポーツ旅行部門)

◎町田市コンベンション協会 (申込み先:町田市ツーリスト・ギャラリー)

◎朝日カメレチャーセンター湘南(担当:渡辺)

8042-526-7777
8042-572-3901 http:〃 www.n‐gakujp/1ifelong― school/kuntachi01月 ture.gr」 p

803-5323-6681
8042-850-9311
80466-24-2255
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ハ王子市街の歴史散策

【内容 】八王子の市名の由来は、北条氏照の八王子城から。街づ

くりは、徳川家康が武 田遺臣の大久保長安を総代官として、甲州

街道の整備や周辺の開発 にあたらせたのが始まりです。江戸守

護 の千人 同心を組織させ、甲州道中最大の宿場町八王子横山十

五宿として成果が上 がった ことで書名です。明治維新以降も織

物産業の町として関連物資 の集荷地 、交通 の要衝 として栄えま

した。

新町の一里塚 は江戸より12里 。妙薬寺は八王子の織物業界や

金融業界 に名を残す谷合弥七と、本家筋の弥八の墓があります。

追分 町の大きな道標の下部 に珍 しい記号が彫 られています (高

低記号です )こ れは奥州街道筋 に仙台まで上水道を引こうとし

た名残りです。講師が住んでいる町田市図師町にも残ります。

【コース】八王子駅北口改札前 9:30集合～甲州街道新町の一里塚～田町の旧遊郭街～妙薬寺 (明治初期の八王子の偉人 )

～信号八日町～八王子郷土資料館～信松院 (武田信玄娘 )～大久保長安陣屋跡～追分町の道標 (下部に注目)～宗格院

(岩見土手 )～」R西八王子駅 15:30解散予定

く

大
久
保
長
安

陣
屋
跡

く
新
町
の
一
里
塚
（永
福
稲
荷
）

饉 燿LdttLJ経 遭亀血

20f6年

ノ″ r5日〔金 )國圏俸小首 勲暉 )

週目16男こ/」 壱ヽ彗 勇A  8090-5556-''82

知られざる胡通しと
頼朝・政子の鵬 六岨の悲話

【内容 】大船には、知られていない切通 しがある。鎌倉七切通しは、生活道路として、

明治期に人力車用に切り下げたり、切り開いたりして、鎌倉時代の画影は壊されている

場合が多い。しかし、この切通しはあまり使われず昔のまま残っている。厳重に作られ

ている割には、内鎌倉へは入れない。なぜ、このような切通しが作られたか不明である。

頼朝と政子の間には、四人の子供がいた。娘二人 はあまり知らねていない。しかも、

上の娘「大姫」には、木曽義仲の息子と許嫁になつたにもかかわらず、その恋は悲劇

に終わつた。

その切なさを、加藤塾長の話術で楽しんでください。

【コース】」R「大船駅」南口改札前 10:00集 合～常楽寺 (木曾塚)～長窪切通し～円覚寺 (昼食 見学)～亀谷切通し～

岩船地蔵～鎌倉駅 15:30解散予定    ※別途拝観料300円かかります

2″ gθ θ 〔土 )囲 圏 〉鱗舞力曜 正 昭 匪 )

E郵目先 /カロ藤 ■1/D召  8090… 8010-9848

早書のJヽ峰六颯胡trJl田原城三の■)

と一夜城、曽職面帥を訪ねる

【内容 】早春の湘南を古代から戦国時代まで駆け抜ける日帰リバス

旅行です。

午前中は、小峰御鐘ノ台大堀切―小田原城の一角を形成―を散策し、

更に三の丸外郭から一夜城を眺め、次に石垣山一夜城を攻略します。

昼食は一夜城の広場で持参のお弁当を食べる予定です。

午後は、最近発見さねた石切り場 (石丁場)跡を見学し、その後曾我梅

林で梅を楽しみます。

なお、集合 解散は聖蹟桜ヶ丘と橋本の 2箇所を予定しています。

※参カロ費・募集方法等は検討中です。詳細につきましてはチラシとホームページでお知らせいたします。

【コース】京王線「聖蹟桜ヶ丘駅西口」改札前 8:00集合～JR橋本駅～圏央道 」ヽ田原厚木道路～小峰御鐘ノ台大堀切 (小田原城)

～石垣山一夜城(昼食)～石丁場～曾我梅林～小田原厚木道路 圏央道～橋本駅～聖蹟桜ヶ丘駅 18:00解 散予定

▲ 曽我梅林 ▲ 」ヽ田原城小峰御鐘ノ台大堀切

23育
θ ′ ζヵ 圏 蹂 中閻 フアン倶楽部

連絡先 /岡 El 渉  8080-3594-7002
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六栗川を歩く にの6)

歴史古衝道団と「由木つむぎの会Jとの共催ウォーク

【内容】大栗川と多摩川の合流点から歩き始め (2014年 6月
14日 (土 )ウォーク)、 漸く、大栗川の源流付近に辿り着きました。

今回は6回 目に当たりますが、鑓水地区に詳しい「由木つむぎの会」

の加藤弘男さんをガイドにお招きして、歴史古街道団との共催ウォ

ーキングにいたしました。鑓水は、加藤さんにとつて極めて周‖染み

深い土地とのことですから、団員によるガイドとは一味も二味も違

う解説が期待できそうです。

主な見どころは、鑓水の谷戸入口から源流へ向かう川筋、鑓水地区に散在していた神社を村の中心

の場所に合TEした「子の神神社」(諏訪神社 )、 源流域の谷戸の風景など。御殿峠付近は相模国から

八王子に抜ける古道 (時代毎に三通り推定されている)が越えていて、交通の要衝になつています。
www.geOchbs.,p/kk810558/

。gun.htmょり

▲ 子の神谷戸

【コース】京王相模原線多摩境駅 10:00集合～歩く行程は検討中です。詳細はチラシとHPでお知らせいたします。

※ 各コースとも

参加費 団員 500円  (団員家族1名同行 700円)一 般は一名700円  (資料代&保険料 共)

4月 6日 は団員 300円  (団員家族 1名同行 500円 )一 般は一名500円  (資料代&保険料 共)

事前申し込み不要。当日現地にて受付。雨天時は中止。(小雨決行。当日朝フ:30までに各連絡先にお問い合せ下さい。)

昼食(弁当)・ 飲料・敷物・雨具等ウォーキンググッズは各自む持参下さい。
実施要領は、チラシまたはホームページにてご確認ください。【3月 3日 はバスツアーですので実施要領は特にこ注意下さい】

23爾
σ″的 囲>腑む蠣

連絡先 /齋lllカズエ 日090… 6184-9060

2016年

イ 月245κFJ四」>進藤重孝個員)

連絡先 /進 藤 重 孝  8080-123J-8,85

腐園寺開山忌とめじろ台周辺の散策

～ 蒲聞の籠の中 のんびりと歩いて見ませんが?～
【内容 】廣園 (こうおん )寺は、山号を兜率 (とそつ )山 という臨済宗南禅寺派の寺院で康

応2年 (]390)に 創建されました。甲州塩山の向嶽寺の俊僧、峻翁令山を迎え開山。本

堂前の しだれ桜が満開になる頃の 4月 6日 に令山和尚の遺徳を偲んで開山忌が毎年行

われています。山田の開山様のお祭りとして570年以上連綿

と続けられており、この日は法話を聴くことができると思います。

開山忌を見学 した後、日御陵線が通つていた道を歩いて散田

方面へ。真覚寺は応永 18年 (1411)の創建です。ここの梵鐘

は 17世紀の加藤鋳物師作。また心地池のかえる合戦はとても

有名です。隣接 している高宰神社をお参 りした後 万葉公園

で「赤駒の …」の歌碑や春の草花を見ながらゆっくりと過こし

ましょう。

【コース】京王高尾線山田駅 9:30集合～廣園寺～旧御陵線の道路～真覚寺、高宰神社、万葉公園 (昼食)～京王高尾線めじろ台駅
14:30解散予定

∠夕だフ(5だフ
`グ

し,Lロロ〉●高尾あるきの会(団員)

連絡先 /伊藤 ミチ子 8090-5403-22,7

稲城の六血・束長沼の歴史散策
【内容 】稲城市大丸 には、通称大丸遺跡と呼ばれる奈良時代の窯

跡や鎌倉 時代の砦跡 (大丸城 )が知 られています。奈良 時代の窯

では、須恵器や武蔵国府 武蔵国分寺の瓦を焼いていたことが判つ

ており、その窯址に鎌倉時代に砦が築かれていました。また、市内

の式内古社三社の一つ、大麻止乃豆乃天神社があります。江戸時

代に多摩川から取水 し稲城の大丸・押立・東長沼・矢野 口地区を潤

して、川崎方面に流れる大丸用水 にほぼ沿つて歩きます。

東長沼には、三匹獅子舞の青渭神社 (式内古社三社の一つ )があり、

世が世ならば大國魂神社 に負けないという虎狛神社 、明治時代に

稲城の名称を考案した漢学者窪全亮が主宰した実疑塾跡、伝承話

の身代り延命地蔵・欄干橋があります。

▲ 大麻止乃豆乃天神社

https//ia wi‖ pedね .org/wiげ

大麻止乃豆乃天神社より
▲稲城青渭神社

https://ia.wkipedね org/wiげ脅渭神社より

【コース】」R南武線南多摩駅 9:30集合～大丸城址～大麻止乃豆乃天神社～但馬稲荷神社～雁追橋～稲城市第四文化センター～葎草橋～

」R稲城長沼駅周辺 (自 由昼食予定)～青渭神社～虎狛神社～案疑塾跡～身代り延命地蔵・欄干橋～京王相模原線稲城駅 15:30解散予定
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■ 1月 10日 (日 )

■ 3月 13日 (日 )

■ 2月 14日 (日 )

■ 5月 8日 (日 )

■ガイド:須知 正度 (団員)

(連絡先 J090-3695-7580)
※ 参加費は、最終ページの予定表をこ参照ください

― 新日本歩く道紀行「歴史の道」100選に認定―
【内容】毎月定期的なガイドウォーキングとして実施しています。
「よこやまの道」は多 くの古道と重 なり交叉 し、それ らの痕跡 や伝説も

多 く、古道 や歴史 に関心 のある方々 に愛好 されています。また、里山の

自然 が残 つており、四季 の移 り変わりを楽 しめ議す。野鳥 や植物観察も

しながら、この豊かな道を歩き・感 じ・味わつてみませんか ?
下記 の東・西 の コー スを、毎 回、季節 やテー マ に合 う所 を訪 ね、行程を

変えて歩きます。(詳細 は、チラシとホームページで告知。)

【東コース】京王相模原線若葉台駅9:30集合(5月 8日は同若葉台駅に9:00集合)

]月 10日 :丘の上広場～防人見返りの峠～並列古道跡 (古代東海道跡)～古道五叉路～京王多摩車庫方面ヘ

3月 13日 :天王の森 (八坂神社)～ 白山神社～旧多摩聖蹟記念館～大谷戸公園～春日神社～聖蹟桜ケ丘駅方面ヘ

5月 8日 :丘の上広場～防人見返りの峠～並列古道跡 (古代東海道跡)～古道五叉路～東光禅寺～大犬久保～妙櫻寺～

一本杉公園～関谷切り通し～小野路里山交流館～」ヽ野神社 (※集合時間注意)

【西コース】小田急多摩線唐本田駅9:30集合
2月 ]4日 :大妻女子大～奥州廃道 (長坂道)～大泉寺～小山田緑地～奈良ばい～小野路城址～

小野神社～小野路里山交流館～バス停小野神社前

に描かれた鎌倉時代の
について勉強し楽しむ会

日 時 :2016年 1月 13日 (水)14:00～ 16:00
場 所 :関戸公民館 第2学習室 (定員48名 )

参カロ費 :300円 (資料代)

吾妻鏡勉強会まとめ役 :藤田 ―彦 >違轄先/J080‐ 5184‐ 9840

【趣 旨 】平将門がはたそうとして、果たせなかつた東国政権は、

源頼朝によつて実現しました。

鎌倉幕府といわれるその政権の出来事は、幕府の正式記録と

して「吾妻鏡」に記録されているといわれています。記されてい

る事柄は、必ずしも真実ばかりではなく、たとえば北条氏の都合

によってゆがめられているとも言われていますが、鎌倉時代を知

る上で「吾妻鏡」は第一級の資料でもあります。

今回その吾妻鏡を読み鎌倉時代の諸事件がどう描かれているか、

その背景 ‐意味 疑間などを自由に討議、勉強する会を始めたい

と思います。

吾妻鏡を最初から読むというやり方ではなく、事件 ‐事柄 こと

にいくつかのテーマをとりあげ吾妻鏡にどう書かれているか、原

文 現代語 nRを読みそのほかの資料なども参照し、皆で考え想像、

討議していきたいと思います。

興味のある方は、どなたでも歓迎します。こ参加ください。

今回は第一 回目ですが、毎月一回程度で定期的に開催 したいと

考えています。

初回テーマ:頼朝挙兵一吾妻鏡の年代範囲等の基礎的情報を  ,
含む内容

レポーター :藤田―彦 (吾妻鏡勉強会まとめ役)    ■.

テーマ篠)語
璽言晃1毘X云雪摯覗あ暑富霧羅纏羅二・
華労晃壁裏盆粟雪羹格欝 進など  ・ざ=

12:00～ (実演開始 13:00～ )

場 所 :稲城市中央文化センター

(京王相模原線稲城駅徒歩7分、市役所隣)

お問い合せ :進藤重孝 (団員)ご080-12318185

『多摩のよこやまJを花賭 歩こう ′ 桜の解説付き古道歩き

3月 27日 (日 )

参カロ費 /団員300円 。
観 桜 ウ ォーキ ング 京王相模原線若葉台駅 10:00集合

一般500円    ガイド/須知 正度 (連絡先 」090… 3695-7580)※ 詳細はチラシでこ案内

地域を良く知るために多摩の
歴史を中心に勉強し楽しむ会

日 時 :2016年 1月 20日 (水)9:30～ 11:30
場 所 :関戸公民館 第2学習室 (定員48名 )

参加費 :300円 (資料代)

古代史勉強会まとめ役 :須知正度 >連絡先//J09o‐ 3695‐ 7580

【趣旨】歴史古街道団の活動は、一言で表すと「道から歴史を学ぶ」

ということです。今後もそのようであろうと思います。ところで、天

の邪鬼のようですが、「歴史を改めて見直す」とどのようなものが見

えてくるでしょうか?対象とする「歴史」は、とりあえず原始古代史
一旧石器時代から平安時代まで一を考えています。原始古代を通し

て、共通するもの、継続するものなどは、何か?を参加者全員で考え、

通説も疑つてみましょう1

多摩地域、武蔵國地域、関東地域では、発掘された歴史遺跡が豊

富です。参加者全員で資料を基に屋内で通史や史跡分布などを学び、

地形や道の行程を予想してウォーキングを企画する。ウォーキング

では、地形や道の行程、遺跡資料館などから実地で学ぶ。こんなこと

を考えてみました。

室内の勉強は寒い時期と暑い時期に行い、快適な季節に野外を

歩き、遺跡で学ぼうという虫の良い企画です。

興味のある方は、どなたでも歓迎します。こ参加ください。

初回テーマ:旧石器時代―今後の進め方も含めて

レポーター :須知 正度 (古代史勉強会まとめ役)

● 今後は、3月までは月一回程度で定期的に

綱 錨こ鐙 細殷 乱掘I多1
‐  9月 に勉強会、10～ 12月 に野外ウォークを

予定しています。

【内容】国指定重要無形民俗文化財の

獅子―穴澤天神社獅子舞保存会」ほか、

雅楽、稲城囃子、押立囃子、青渭囃子、大

丸囃子、いなぎ太鼓 (和太鼓 )、 矢野口纏

木遣りが一堂に勢ぞろい !この日、この

時に稲城の伝統芸能が味わえます。 ▲ 青 渭 神 社 三 匹獅 子 舞 ▲ 江 戸 の 里 神 楽
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北から南に沿々と流れる天竜川、東に南アルプス、西に中央アル

プスが雄大に省える地 F駒 ヶ根』は、山ボーイ?であつた私にとつ

て深田久弥著『日本百名山』の多くが望め、新田次郎著『聖職の碑』

の木曽駒ケ岳の登山拠点の地としても憧れの地であつた。今回のフ

ットパスには地元の方々と我らが宮田太郎団長の並々ならぬ思い入

れを感じ参カロを決めた。

特急スーパーあずさで岡谷下車、飯田線に乗り換え駒ヶ根駅に降

り立った我々―行42名は、まず子育地蔵尊 (安楽寺)の例祭で賑

わう駅周辺を散策した後、バスで市の東の高台にあるイベント会場

の「ふるさとの丘』に移動した。この日は駒ケ岳など正面の中央ア

ルプスの山の頂きは雲に隠れ定かに見えなかったが眼下に駒ヶ根市

街が見渡せ、その広大さに感嘆し誰言うともなく、 “こんな景色を

毎日見て暮らしてみたい"との声が上がった。会場の裏山で縄文中

期の山田遺跡を見学した後、歴史館にて縄文王国といわれる諏訪・

八ヶ岳に繋がる創造性豊かで迫力ある造

形の縄文土器を見ることができ感激ひと

しおであつた。

歓迎イベン トでは、駒ヶ根市長さんの

歓迎の挨拶、地元子供連による勇壮な駒

ヶ根太鼓の演奏、宮田団長の講演などと

続き、CMソングの女王ミネ八八さんの野

外コンサー トがあつた。透明感溢れる祈

りに似た清楚な声がこの地 この空に広

がり、皆の心の中にも広がつていつた。

量量量驚鸞鵞
鷲警 ‐

自坂 俊範 (団員)

この後、近くのシルクミュージアムを見学した後、そこで地元の

方々もたくさん参加してのウエルカムノく―ティーがあり、心のこも

つた郷土料理とアルコールを思う存分飲んで楽しく懇談に浸つた。

皆で一緒に歌つた「里の秋」が時・所にマッチし心にシきみた。

翌日は快晴に恵まれ、フットパスは天竜り|1畔からスター トした。

まずは川に沿つて南に、次いで東に目の前に広がる中央アルプスを

眺めつつ、清々しい空気を胸に吸い込みながら稲刈りの終わつた田

圃道を地元の人も多く加わり長い列を作つて歩いた。振り返ると初

冠雪でほんのり自くなつた南アルプス仙丈ケ岳の頂が次第に大きく

姿を現した。段丘下の長春寺から木立の中を50mほ ど登り赤須城

跡を見学。次いで蕎麦畑や野菜畑の中を通り抜け、東征の帰途の日

本武尊を酒肴でもてなした故事に因み建立されたとされる『大御食

神社』に至」着。ここで市場割大神楽、地元子供・婦人連による大御

食の舞を鑑賞した。それにミネ八八さんの歌う『ひとり』が涙の出

るほどに心に響いた。また地元の方々の手作りの鹿

肉入りのカレーライスの昼食をこ馳走になつた。こ

こから市の西の丘へ移動、山腹の遊歩道を散策し霊

犬早太郎伝説で有名な古利光前寺へ、東に山頂が雪

をかぶつた南アルプスの北岳 間の岳 農鳥岳と続

く白峰三山がくつきりと見えた。コース設定が絶妙

で素晴らしかった。その後、甲斐駒ケ岳も見える駒

ケ根高原に移動し散策・買物後、解団式を行つた。

多くの地元の方々の心からのおもてなし、県市を

挙げての歓待有難うこざいました。▲ 駒ヶ根フットパス

昨年 11月の入団以来、団長や須知さんに引き連れてもらい、大

山道やよこやまの道などを歩いています。古地図や地名や伝承を多

角的に分析 した詳細な資料に構築された事実や仮説を元に、それら

を現地で確認してゆく探索は、想像力豊かで高度な知的作業です。

古街道ウォークヘの参加は、もう一つの趣味である巨樹観察にも

影響しています。単に巨樹の姿だけ見ていた今までから、巨樹と共

にある神社や地名などにも興味を持つようになり、巨樹と人との関

わりやその由来や背景までにも思いを馳せるようになりました。

10月 中旬、北陸を中心 した約20本の巨樹を見る機会があり、

いくつかを紹介します。

● 伊影山神社のイチ ョウ (石川県七尾市)

能登半島の山林中に野生状態のイチョウが多数あり、日本のイチ

ョウの原点はここであるという学者もいます。それは海抜150m
の山腹にあり、イチョウのひこばえが多数生えた姿は異様であり、

幹周 1lm、 樹高25mでまさに野生の趣が十分でした。日本のイ

チョウは鎌倉時代に伝来したのが定説 (900年以下)にも関わらず、

このイチョウは樹齢1,100年との事です。この地は、宝亀年間 (770
年代)の自鳥伝説がある古い土地でした。

②上目寺のイチョウ (富山県水見市、国指定天然記念物)

このイチ∃ウは上目寺創建の自鳳時代 (681年)に植えられた

と伝えられており、これも樹齢1,300年 となり、定説より古い巨

木となります。幹周 12m、 樹高22mで雌木としては日本一の巨

原田 義明 (団員)

樹です。樹形も美しく、また実付きの良い木で地面一面に銀杏が落

ちていました。この銀杏は氷見名物の菓子「ぎんなん餅」の材料と

なつているそうです。

0石徹自 (い としろ)の大杉
(岐阜県郡上市自鳥町、国指定特別天然記念物)

幹周 14m、 樹高25m、 樹齢伝承 1,800年の日本を代表する杉

です。福丼と岐阜の県境にある石徹白集落は自山信仰の修験者や御

師の拠点で、古登山道の入口に大杉があります。上に向かう幹は枯

れており、樹皮も剥がれ落ちていますが苔のこびりついた白い姿の

上部にイチョウが着生しており、その黄葉と空の青さは素晴らしく

T各暮里唇程百概低Ъ馨伝星窯Hl【
ま
r

日本書記にも記載があり、東方向に諏訪大

社と鹿島神富が同一緯度という不思議な立

地にあり興味がつきない神社でした。

樹木は人々にとり有用であるが故に常に

伐採される危険があります。巨樹はそれを

支えて来た民人やその信仰なしでは生き残

れなかつた歴史の証人です。樹も伝承も失

われつつある中、隠れている歴史ロマンを

掘り起こしながら巨樹と向かい合いたいと

思つています。 ▲ 石徹自の大杉
いとしろ

団員には、団主催行事参加費を割引、歴史ロマン古道ニュース (団報)をお送りします。
年会費は3,000円 (4月 より翌年3月まで。10月以降入団は 1,500円 )

【お申し込み方法 】ゆうちよ銀行備付け振替払込取扱票に、「入団」と明記し、こ住所 。こ氏名 。こ連絡先
電話番号をこ記入の上、年会費を下記へご送金下さい。

【振込先】ゆうちょ銀行振替口座 :00140-フー445195  【加入者名】 :歴史古街道団

ウォーキング参加時などに、団役員へお申し出いただいても、手続きをいたしますのでお気軽にどうぞ。
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歴史古街道団 予定表 (201鮮 1月～201鮮 4月 )

※注 (団 )〓歴史古街道団 【宮田】=宮 田太郎ウォーク 【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

1月 10日 (日 )

京王相模原線「若葉台駅」
改札日前09:30

【半日ガイド;須知】多摩よこやまの道を歩こう!

東コース 防人見返りの峠で富士他山 の々眺めを !

団員:300円

一般1500円
当日

(団)須知
TE1090~3695-7580

1月 13日 (水 )

関戸公民館第2学習室
14100-16:00

京工線聖蹟桜ヶ丘駅西日徒歩3分

【学】吾妻鏡の勉強会①―輪番レポーター制
開催日時と場所が流動的な為、一回目だけ告知

300円 当日
(団 )藤 円
TE1080-5184-9840

1月 15日 (金 )

JR中 央線「八王子駅J

改札口前09:30
【ガイド;小菅】ノt王子市街の歴史散策

～大久保長安や明治初期の地元の偉人たち～
団員:500円

一般1700F]
当 日

(団 )4ヽ 菅
TL1090 5556 1182

1月 20日 (水 )

関戸公民館第2学習室
09130～ 11:30

京工線聖蹟桜ヶ丘駅西日徒歩3分

【学】古代史の勉強会①―輪番レポーター制
開催日時と場所が流動的な為、一回目だけ告知

300円 当日
(団 )須知
TF1090 3695 7580

1月 26日 (火 )

小田急線「海老名駅J

中央改札口前09:45(注 意 !)

【官田】大山古街道の謎を探る③
～海老名国分寺周辺～

団員:700円

一般:1,000円
当 日

(団 )官 円
TE1090~7002-3431

2月 14日 (日 )

小田急多摩線「唐木田駅」
改札日前09:30

【ガイド;須知】多摩よこやまの道を歩こう!

西コース小山田緑地から奈良ばい、小野路城址へ
!

団員:500円

一般:700円
当 日

(団 )須知

TEL090~3695-7580

2月 20日 (土 )

JR横須賀線「大船駅」
南口改札前10:00

【ガイド;加藤正昭】未知の切り通しと大姫悲話
～新人(歴散加藤塾・塾長)による鎌倉の穴場散策～

団員:500円

一般:700円
当 日

(団 )加藤正昭
TEL090~8010-9848

2月 24日 (水 )

小田急線「愛甲石田駅J

改札日前09:45(注 意 !)

【官田】大山古街道の謎を探る⑨
～愛甲石田から伊勢原へ～

団員:700円

一般 1,000円
当 日

1団 )宮 田

「F1090~7002-3431

3月 3日 (木 ) チラシとホームベージで告知予定
【旅行】日帰リバスツアー

早春の小峰大堀切と一夜城、曽我梅林を訪ねる!

検討中 要中込
(団 )岡 田
rE1080 3594 7002

3月 5日 (土 )

京王相模原線「多摩境駅」
改札口前10:00

【ガイド;力日藤弘男 】大栗川を歩く―その6

～源流の鑓水～

歴史古街道団と「由木つむぎの会Jの共催ウォーク
500円 当日

(団)齋地
1■ 090-6184-9060

3月 13日 (日 )

京工相模原線「若葉台駅」
改札口前09:30

【半日ガイド;須知】多摩よこやまの道を歩こう!

東コース尾根古道で鶯が鳴いている?!
団員:300円

111500円
当日

(団)須知

TllL090~3695-7580

3月 13日 (日 )

稲城市中央文化センター13:00～

京工相模原線「
稲城駅J徒歩7分 【見学】稲城の郷土芸能が一堂に ! 無料 当日

(団 )進藤
TF1 080-1231-8185

3月 27日 (日 )

京工相模原線「若葉台駅J

改札日前10:00

【ミニガイド;都築、須知l桜解説付き古道ウォーク
～多摩丘陵を花見で歩こう!～

団員:300円

一般:500円
当 日

(団)須知
T11090-3695-7580

3月 29日 (火 )

小田急線「伊勢原駅J

改札日前09:45(注 意 !)

【宮田】大山古街道の謎を探る⑩ シリーズ最終回 !

～伊勢原糟屋の太田道灌伝説～
団員:700円

一般:1,000円
当日

(団 )官 lE

TLL090~7002-3431

4月 6日 (水 )

京工高尾線「山田駅」
改札口前10:00

【ミニガイド;高尾あるきの会】高尾あるき―その2

～廣園寺開山忌とめじろ台周辺の散策～
団員 300円

一般:500円
当 日

1団 )伊藤
「E1090~5403-2217

4月 14日 (木 )

京王線「府中駅」
南口改札日前10100

【官田】新シリーズ ! 徳川家康の御成道①
～発見された府中御殿編～

団員:700円

一般:1,000円
当 日

1団 )官 円
「L1090~7002-3431

4月 24日 (日 )
JR南武線「南多摩駅」
改札口前09:30

【ガイド;進藤】稲城の歴史散策
～稲城大丸、東長沼の古代から近代～

団員 500円
―般:700円

当 日
1団 )進藤
IF1080 1231-8185

[Б儲 訛霊 >

暖冬のせいか?雨が多いですが、皆様こ健勝のことと存じます。大変遅

くなりましたが、2016年 1月から4月までの予定をお届けいたします。

宮田団長の大山古街道シリーズも終盤を迎え、春からは新シリーズ徳り|1家

康の御成道をお届けします。また、団員主導の勉強会開始やグループ活

動のさらなる実践など楽しい集いになると思います。

編集責任 :歴史古街道団 (須知 )

隆行】謄真古街道回
歴史古街道団 団長 宮  田  太  郎

本 部 :東 京都多摩市桜 ヶ丘

TEL 090-7002-3431

ホームベージ http://rekkodan.a.la9.jP/
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