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多摩市 内で 27年 ほ ど前

にそ の痕 跡 を確 認 で きて

いた古街道「家康 の 日光改

葬・千人行 列 の道」す なわ

ち御尊櫃御成道 (ごそんひ

つおな りみ ち )」 の推 定痕

跡 を、一昨年か ら多摩市公

園課 のアダプ ト制度 を活

用 して、実際に歩 くことが

出来 るよ うメ ンテナ ンス

す る本格 的活 動 が始 ま り

ました (作業は6月 頃まで。

夏場はお休み します )。

今年 は主 に笹竹 と篠 竹

の伐採、不用な枝刈 りと一

帯の清掃活動などで したが、

鬱蒼 として薄暗い森が これ

駅前の関戸公民館で「小野

路 を通 った“御尊櫃御御成

道 "」 と題 してそ の歴史や

エ ピソー ドをお話 し頂 く

予定 にもなっています。

本 年 の夏 にそ の歴 史 を

みな さん と学び、秋 には 日

光東 照宮で の千人行 列 の

再現祭 り見学 も計画 した

いと考 えて います。多摩市

一本杉公園では、古街道整

備部 門 の グルー プ リー ダ

ー三 好 さん を中心 に古街

道整備 をしています。今後

は どなたで も歩 いて、この

奇 跡 に残 った古街道 跡 を

探 索で き るよ うにさ らに

(蛭磋鑢: 御尊櫃御成道 (ごそんひつおなりみち)について

までの 19回 の実地活動 を通 じて、だ いぶ光が入 り見違 え

るように明るくな りました。

また、この街道 については、7月 28日 (日 )の午後 には、小

島資料館 (町 田市小野路 町)の小島政孝館長が聖蹟桜 ヶ丘

これまで多摩地区では存在がほとんど知 られてこなか

った江戸時代初めの歴史ある街道跡で、元和3年 3月 15日

～4月 4日 までの20日 間にわたって、徳川家康公の神霊を、
1000人の兵や神官、僧侶、神人らが力を合わせて移送した

道。家康公の遺言通 り、静岡県の久能山から日光東照宮に

改葬した際に、柩 (櫃)を 御車に乗せ、本多正純、土井利勝、

松平正網 ら有力大名300騎 と1000人 の供奉された人々合

わせて 1300人の大行列が通ったといわれる道。途中には

一里塚も設置されていたこと(神奈川県座間市の新戸、麻

溝台、町田市の本曽、小野路、多摩市貝取など *木曽と小

野路は現存)や、関連する地域の伝説が点在、府中で発見さ

れた御殿跡 (国指定)も その際に滞留して休み、天海僧正が

法要 を二 日間にわたって行 った場所で もある。

この古道痕跡は多くが舗装される中、奇跡的に町田

市と多摩市の境に 2箇所 (①小野路地区内②多摩市
一本杉公園内)に土のまま残っていたことはいわ

ば奇跡 ともいえよう。一本杉公園内の遺構は、約
100mほ どで、初めて確認された (1992年 頃の実

地踏査 *宮 田)後 に多摩市教育委員会文化財課に

その保存について数度相談 していたもの。ようや

く古街道団と多摩市公園課の連携で27年経ってこ

の道が多摩市内でも保存される機運となってきた

ものである。

▲ 東京都多摩市一本杉公国内 :歴史古街道団

▲ 曰光東照宮の秋の大祭
“百物揃千人行列 "

整備 していきたいと思 ってお ります。会員の皆様 もどうぞ

これか らの講演会や勉強会、ツアー、メンテナ ンス野外活

動にご家族 ご友人お誘いで ご参加いただければ幸いです。

(日 程は次の号以降にご案内致 します。)

"
府 中御殿は家康が49歳頃 (天正 18年 1590年 )|こ 関東攻

めで奥州会津 まで遠征 した豊 臣秀吉の帰還 の接待 に建設

した とも考え られ、家康は武蔵府中と駿府の間を最 も短絡

で結ぶルー トを知 って いた可能性 は高 い。その26年後 に

75歳で駿府 にて没 した家康公の神霊が再び この多摩 を通

ったのであるか ら、とて も重要な路線 となる。ただ し、江戸

後期の天保 12年に9箇村か ら奉行所に出された願い書には、

「小田原より甲州道府中宿迄、急場俄 (にわか)の道筋二相成」

とあ り、また続 いて男女総出で突貫工事で この道 を整備 し

た ことが村の言い伝 えにあ り、道時代は廃絶 していたもの

を急ぎ造 り直 した可能性があ り、地域の労力の結晶 ともい

える街道跡か もしれない。

日光の東照宮では秋期大祭

として現在 も10月 には「百物

揃 え千人行列」として盛大 に

このときの様子を再現 してお り、

駿河湾近 くか ら今 の多摩ニュ

ータウンの地域 を越 えて府 中

に続 いた この幻の街道 の復元

や実態解 明が今後 出来 れば、

お よそそ の祭 りの意義 も、府

中御殿 の意義 もさ らに深 まる

に違 いない。(宮 田)
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□ 古街道団の新ホームページは開始まで今しばらく

お待ち下さい。

また、それまでの期間は、従来のホームページを

こ覧ください。

2019年度 歴史古街道団の総会は例年の5月中開催ではなく

6月 8日 (土 )開催に決定致しました。

会場 内容等 詳細は6ページに掲載しておりますので、そちら

をこ参照いただき、是りFこ出席下さい。

《
歴
史
請
演
会
》

の
お
知
ら
せ

d晋
調亀年7月 28日 (日 )

_  14:00～ 15:30

～徳川家康と多摩の古街道～

小野路を通つた“御尊櫃御成道"

こそんひつおなりみち

【講師】」ヽ島資料館・館長
小 島 政 孝 雉

【会場】多摩市関戸公民館 8階 大会議室

【参カロ費】会員700円 (こ夫婦ともそれぞれ
700円 になります)

一般 1,000円 中学生以下無料

【内容】

歴史古街道団が多摩市一本杉公園内にて現在保全整備中の徳川家康

ゆかりの道「御尊櫃御成道 (こそんひつおなりみち)」 とは一体どんな

道だつたのか。駿府の久能山から箱根を越え、厚木を経て町田市の小

野路宿に至り、府中御殿か引‖越

～日光東照宮へと千人もの行列

が歩いた「御尊櫃御成道」(こそ

んひつおなりみち)。

町田の本曽町では「お柩 (ひつつ

街道」とも呼んで親しまれてい

ました。

その知られざる歴史と時代背景

をお話して下さいます。
▲小野路の一里塚

(御尊櫃御成道・大山道)

ノ

≪

ヽ

富田太郎団長と行くロマン探索ウォーク

申し込み不要 当日現地にて受付  参加費 :団員 700円  一般 1,0(

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

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:|

一一 鶴川の知られざる古代・中世史

【内容】 鎌倉街道早ノ道や古代以来の甲州路 津久丼道が交差してい

た東京都町田市の鶴川駅周辺は、かこ山と言われた横穴古墳群

と円墳を有する丘を中心に、熊野の豪族ゆかりの一族の伝説が

残る地域です。その来由記には源義経公の支援部隊として多摩

丘陵に入つたことや、越後国で騎馬軍団を率いて戦い、戦国時代

に当地方に移つて小田原北条氏の庇護を受けて元木柵 (城砦)

を造営したことなどの記述がみえます。また東照宮 (現在の能ヶ

谷神社)を家臣達と守り続け、古来、中国

式に北天祭祀を続けてきたという謎も

あります。当地方の義経―派の遺跡や

国府を真北に見る当地の意味、熊野の

神倉神社―帯にて調査を続けてきた宮

田団長独自の新視点で、知られざる鶴
▲町田市能ヶ谷の

鎌倉街道早ノ道
川の深い歴史の謎を紹介していきます。

【コース】 」ヽ田急線「鶴川駅」北口改札を出て左、タクシー乗り場前の公園 10時集合～香山園 (神蔵家)周辺の古道～元木山城砦跡推定地

～金丼入口周辺の複数のフアミレスほか飲食店で自由昼食～源頼義・義容伝説ゆかりの青木山～県境古道～鶴見川蛇行点の

けやき公園～鶴川駅前 (休憩)～矢崎橋～武蔵国府正中線と古代測量台ロマンの能ヶ谷神社～鎌倉街道早ノ道～鶴川駅

解散は15時45分頃 歩程約6km

初夏の興州古街道 “むがし道の丘"一―

※予定変更のお知らせとお詫び :前号でこの日は「万葉時代防人ウォーク」の開催予定としてお知らせしましたが、会場近辺が一斉

工事の為、残念ながら秋以降に変更とさせていただきます (お詫びいたします)。 また、この日は上記のように、町田市小山田

の奥州古街道「むかし道の丘の“野遊び会"」 を開催します。奮つてこ参加下さい。

【内容 】 平安時代末期から鎌倉時代の初めの時期、町田市西部から横

浜市保土ヶ谷区付近まで、鎌倉幕府の弓馬の師匠でもあつた小山

田氏6人兄弟たちが元気に馬駆け走り回つていました。そのスタ

ートになった “小山田の道“や伝説が今も奇跡的にそのままゴル

フ場の中に線として遺つています (奥州廃道)。 毎年5月 は最もこの

ルートが光輝く季節。この中の大久保

分園で会員様 (こ家族やこ却 、も歓迎)

皆で集うささやかな交流ピクニックを

開催し、前後に軽いノヽイキングを行な

います。お気軽にこ参加下さい。

【コース】」、田急多摩線「唐木田駅」改札□前 9時45分集合 (時間にこ注意ください)～大妻女子大前～切通跡 近くの通称“語り部の丘"

と奥州古道～平山城址からの鎌倉道跡～奥州廃道の人馬の踏み跡地層～小山田城主的場跡の碑～大久保分園(各自弁当昼食。

多摩丘陵の朝取り野草八―ブティーあり *予定)～流鏑馬馬場跡伝説地～代官坂～唐木田駅  解散は 16時頃 歩程約5 5km

▲小山田の奥州廃道
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【内容】 多摩丘陵には約30箇所以上の、源義経とそれを助けた家来たち、熊野からの来住武士団などの伝説地が点在し

ています(*参考:「鎌倉街道伝説」宮田太郎著)。 これらを再度検証しつつ、鎌倉街道早ノ道に沿つて、古街道の痕

跡と古代の窯址群や、隠れた歴史を探索していきましょう。また飛鳥時代に全国に66の国が造られた時代に武

蔵国の国府の位置が決定づけられた際の測量ライン、真南に位置する相模国のランドマーク江ノ島との関わり、

多麻 (磨)郡と都筑郡の郡境がここにある意味などを展望の良い県境尾根に沿つて歩きつつ考えていきましょう。

【コース】横浜高速鉄道こどもの国線「恩田駅」改札前 10時集合～鍛冶谷公園～奈良谷戸公園～成瀬東雲寺尾根古道
(県境 古代多磨郡・都筑郡境古道)～こどもの国駅附近 スーパー三和のフードコートや飲食店で自由昼食 (近くの公園で弁当も可)

～奈良川沿い古道～奈良町の古道～武蔵国府正中線 古代測量台跡 (?)～古代の窯跡～義経支援の熊野来住武士団伝説の里～

岡上神社と丸山遺跡～鎌倉街道早ノ道～東光寺門前～鶴川駅 解散は15時45分頃 歩程約6km

【内容】昨年暮れのNHK・ Eテレ番組“趣味どきつ!"で宮田(団長)がこ案内した金沢八景編は皆さまから歩きたいという
リクエストがとても多くありました。今回はその中の瀬戸神社付近や武相国境古道の始終点で飛鳥時代の測量

▲ 熊野来住武士団

ゆかりの岡上円覚院跡

原点であつた「野島」までの道を探索します。金沢六浦湊とはどこの事だつたのか、また縄文時代の

貝塚でも知られる野島がなぜ武相国境の始終点になつたのかなどを考えつつ探索してみましょう。

【コース】京急本線「金沢八景駅」東ロシーサイドライン(モノレール)新駅改札口前午前9時45分 集合

源頼朝と>
文党僧正
ゆかりの
寺院跡

(上行寺東翻

(*時間にこ注意下さい 新駅は京急「金沢八景駅Jとシーサイドラインの駅が新たに接続した場所にあります*不明な場合は宮田までこ連絡下さい)

～鎌倉街道下道～上行寺東遺跡～九覧亭 (法要などの場合、立ち寄れない場合もあります)～瀬戸神社～イオン金沢八景店の

フードコートや飲食店で各自自由昼食～瀬戸橋と弁天島～姫の島公園～龍華寺と武蔵国府府中からの古代街道金沢古道の終点
～古代の船着場跡～野島の伊藤博文別荘～野島展望台～シーサイドラインモノレール「野島公園駅」にて解散 (①京急「金沢八景駅

方面」へ ②新杉田駅方面 *JR根岸線接続 JR横浜線に接続 方面へ)解 散は15時45分頃 歩程約6km

※ 各講座とも事前の予約が必要です。HPやチラシなどで詳細事項等をこ確認下さい。 ★印 (5/86/12)は半期ことの申し込み、それ以外は一般

公開募集です。また多摩らいふ倶楽部の毎月 [日 曜定例ウォーク]や [桜の小径会]の活動は掲載していません。直接各団体へお問い合わせください。

(*多摩らいふ倶楽部 日曜定例ウォークは現在キャンセル待ち )

■ 4月 23日 (火)日帰り探索ウォーク【特別編】*イ ベント *-1段公開]撃集 *3口分-1舌募集 ((D4月 23日  ② 5月 21日  ③ 6月 4日 )

古街道が集まる多摩①『鎌倉街道と中世の城&関所跡を歩く(多摩市関戸 )』   主催→NHK学園 オープンスクール

■ 5月 8日 (水)☆ 日帰り探索ウォーク  『高麗―族の居館跡“高幡城・南平館・りll辺堀 ノ内館を探 る』 主催→NHK学園 オープンスクール

■ 5月 10日 (金)日 帰 り探索ウォーク 『ニッポンの古街道集中地帯を歩く
鎌倉吉道と中世の砦跡』〈町田市小野路編 )』

主催⇒クラブツー リズム街道

■ 5月 21日 (火)日帰り探索ウォーク【特月り編】*イ ベント *一般公開募集 *3回分一ナ舌募集 (① 4月 23日  ② 5月 21日  ③ 6月 4日 )

古街道が集まる多摩② 『一本杉からJヽ野路・野津田へ(多摩市～町田市)』    主催→NHK学園 オープンスクール

■ 5月 22日 (水)日帰り探索ウォーク【平日イベント特別編】『元八王子の鎌倉街道山ノ道と刀鍛冶師の里』  主催→多摩 らいふ倶楽部

■ 6月 4日 (火)日帰り探索ウォーク【特月り編】*イ ベント *一般公開募集 *3回分一括募集 (① 4月 23日  ② 5月 21日  ③ 6月 4日 )

古街道が集まる多摩③～海へと続く古街道～『」巾国境古道と最古の白山道切通しを歩く』主催→NHK学園 オープンスクール

■ 6月 12日 (水)★ 日帰り探索ウォーク  『あきる野の古代測量台 ロマン&高麗人大移動の丘』 主催→NHK学園 オープンスクール

最古の自由Ⅲ通がら鼻欠地蔵への国境ライン

■ 6月 14日 (金)日 帰り探索ウォーク 『ニッポンの古街道集中地帯シリーズ
(町田市野津田七国山編 )“ 平安東海道と鎌倉街道の丘 "』

主催→クラブツーリズム街道

■ 6月 18日 (火)2泊 3日 の旅
～ 20日 〈木 )

『第 3回  瀬戸 内海の“海の道 "を ゆ く
遺唐・遣新羅使の道 と「輛の浦」「倉橋島」「江 田島」をあるく』

主催→クラ″ ―リズ た膠史

■ 6月 25日 (火)2泊 3日 東北 ツアー
～ 27日 (木)        特別 1偏

『東北地方エ ミシ古道をある く 主催→NHK学園 オープンスクール
～奥州平泉 &坂上 田村麻 呂将軍伝説のアテルイ とモ レの砦～』

■ 6月 29日 (土)座 学講座 講演テーマ『東京“原宿 "源氏 山と霞 ヶ関の謎』 主催→朝 日カルチ ャーセ ンター湘南

■ 6月 30日 (日 )日 帰り探索ウォーク 『ニッポンの古街道集中地帯を歩くシリーズ
平安時代の奥州古道と弓馬の武士団・4ヽ 山田氏の里』

主催→クラブツーリズム街道

◎ NHK学 園オープンスクール

◎多摩らいふ倶楽部

◎朝日カルチャーセンター湘南

8042-572-3901
8042-526-7777
80466-24-2255

◎クラ″ ―リズム街道
◎クラブツーリズム歴史

雪 03-5323-6681
803-5323-6940
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□□□□□□□□□□
※ 各コース (5ページ 6ページ記載の多摩よこやま道ウォーク含む)とも

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7:30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こ持参下さい。

参カロ費 団員 500円  (団員家族は2人で 700円)一般は1名700円 (保険料 共)

※5ページ 6ページ記載の多摩よこやま道ウォークは半日ウォークにつき団員 300円  (団員家族は2人で 500円 )

一般は1名500円 (保険料 共)

実施要領は、チラシまたはホームページにて必ずむ確認ください。

2019年

孝 ″ヨθθ 〔土 )圏 》出下 実匪 )

連絡先/山下 実 J090-5208-3123

20f9年

こ5′ョ乏L2圧フr■J EИ□〉高尾あるきの会回員)

連絡先/伊藤ミチ子J090-5403-22J7

出 国 口 剰出

目指定史跡0冊六寺城と周辺古希]の掃南

【内容】深大寺城の初見は戦国時代の軍記物「河越記」に《嫡男五郎 (上杉朝定の幼名)

十三歳にして代をつぎ家をまもる…兵をおこし、深大寺とかやいへるふるき郭を再興し、

相州に向けてこれをかこむ、…》天文6年 (1537)7月 の事である。上杉朝定が北条

勢に対抗するために深大寺に「古城」を再興した、とあるが初期の築城はいつ、誰なの

か?歴史の中に残された深大寺城は貴重な城郭遺構が今も残り、一部が国の史跡とし

て指定され、城址公園として整備保存されている。今回は資料に推測復元図を用意

して再興した深大寺城の姿に思いを巡らせてみたい。

深大寺は奈良時代、水の神として「深沙大王」を祀る寺として開かれた。

寺宝の「国宝・銅像釈迦如来像」は東日本隋―の自鳳仏であり、1300年の時を経て今も微笑みをたやさず、人々に安らぎを

与えている。(有料見学可)周 辺には「延喜式神明張」武蔵国多摩郡八座の内「琥珀神社」「布田天神社」「青渭神社」(諸説

がある)などの古禾」と共に古の「狛江郷」の範囲であり渡来系の文化・地名なども残つている。

【コース】京王線「調布駅」中央改札口から地上に出た交番付近 10:00集合 (調布駅中央改札回の名称と駅前周辺の名称が

異なりますので時間に余裕をもつて御出掛下さい)→布田天神社→琥珀神社→水生植物公園 (昼食 ※当日周辺の飲食店は混雑

が予想されますので弁当持参をお勧めいたします)→深大寺城→青渭神社→深大寺→「深大寺」バス停付近 (バスで調布駅・

三鷹駅)15:00頃 解散予定 歩行距離 約7km ※都合により変更の場合有り

当日間い合わせ>須知」090-3695-7580

桑都あるさ (この3)

【内容】 ノヽ王子の別呼称 「桑都 (そうと)あるき」として

八王子市内を巡ります。前回の延長で相原七国峠から滝

山城跡を通り埼玉高麗方面に向かう直線上の古道を歩い

て多賀神社、相即寺の謎を探ります。自由民権運動家山上

卓樹が建てたカトリック泉町教会に立ち寄ります。

そして、八王子城を攻めるために豊臣秀吉軍の前田、上杉

の兵が西蓮寺に結集しました。また、この付近は小仏積層

群の伏流水が湧き出た池が点在しています。

【コース】」R中央線「西八王子駅」北口 10:00集 合→

岩見土手の宗格院→八王子総鎮守日吉神社→源経基が

滋賀県から勧請した多賀神社→泉町湧水群→ランドセル

地蔵の相即寺 (この付近の公園で持参昼食)→カトリック

泉町教会→叶谷榎池→住吉神社→西蓮寺→「薬師前」

バス停付近 15:00頃 解散予定

※都合により変更の場合有り(お弁当こ持参ください )

▲ カトリック泉町教会
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鎌倉古道を歩こう I④

【内容】 鎌倉古道を歩こう!の 四回目は、所沢宿周辺を歩きます。所沢の地名の由来と

される野老 (トコロ)とは、ヤマイモ科のつる性多年草。自然河川の東川周辺に多くのトコロ

が自生していたので、野老(トコロ)澤と名付けらねたと言われる現在の所沢。

鎌倉古道を歩くと、野老山賞蔵院、遊石山新光寺、東光山薬王寺の古禾」があります。

新光寺は、源頼朝が建久4年 (1193)那須野へ向かう途中に昼食地としたことで田地を

寄進したと伝えられ、新田義貞も鎌倉幕府倒幕後に改めて田地を寄進したとされていま

す。薬王寺は、新田義貞の三男義宗に所縁があると言われています。鎌倉古道から少し

外れますが、東川沿いに弘法大師所縁の三ツ丼戸跡もあります。

所沢宿は、規模がそれほど大きくはなかったそうですが、見所は豊富です。

に歩いてみましょう!

皆さんと一緒

【コース】西武新宿線・池袋線 所沢駅 西口改札前10:00集合→ (鎌倉古道)→寅蔵院
→弘法の三ツ丼戸跡→新光寺→所沢八一ティア (昼食、複合公共施設)→薬王寺→

所澤神明社→ (鎌倉古道)→西武新宿線 新所沢駅付近 15:00頃解散予定

＞

野
老
（ト
コ
ロ
）

‐地
名
の
由
来

σ ttη日 〔土 )囲 〉須知l1/度個員)

日例「多摩よこやまの道を歩こうI」

参カロ要項は前ページを参照 ※3回とも半日ウォークとなります。

(詳細は必ずチラシまたはホームページにてご確認ください)

多摩丘陵は、府中(古代武蔵国府)から眺めると横に(東西に)連なる山々、その夕影も美しく、万葉の頃は

「多摩の横山」、「眉引きの山」と呼ばれていました。その尾根筋を走る道が「よこやまの道」。

道の東側では、「推定古代東海道」と重なつたり、並行していたりしていたと考えられます。武蔵国府に徴集

された防人達が歩いて、多摩のよこやまを越えて行つたと想像されています。同じく西側では、鎌倉古道や奥州古道と交叉してい

たと推定されています。

多摩よこやまの道は、「古道の連結路」、つまり現代の高速道路に設けられているジャンクションのような役割していたのでは

ないか?と思われます。

また、よこやまの道の周辺には里山の自然が残されており、四季C

飛び交う昆虫、囀る小鳥、吹く風、山々の眺望がその時々にさまざ

この「よこやまの道」を歩き、癒される道とは? 楽しい道とは1

などなどを皆さんと一緒に感じてみましょう!

2019年 4月 14日 (日 )

□ 須 知 正 度 講師のガイトワオーク 闘翻 〉 J090… 3695‐7580(類知)

【内容】唐木田駅からよこやまの道を西から東へ、

基本的な行程を歩きます。歩く古道は、鎌倉古道、

【コース】小田急多摩線「唐木田駅」改札前 9:30集合→

大妻女子大学→よこやまの道・鎌倉古道→小山田緑地公園

入口付近 (山中分園)→よこやまの道 (奥州廃道長坂道)→東京国際ゴルフ倶楽部クラブ八ウス前→石仏群→よこやまの道・

奥州古道 中尾道→一本杉公園→恵泉女学園大学裏 (鎌倉古道跡)→妙櫻寺→京王バス停「多摩車庫前」付近にて解散

(12:00頃 解散予定)※ 都合により変更の場合有り

▲山中分園付近‐小山田緑地 ▲奥州廃道長坂道

-5-
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2ot9+ 5 n12n tEt
□ 須知 正:度 謝mガイトウォーク 昌膨J〉 J090¨ 3695‐7580(須知)

【内容】若葉台駅前から東コースを眺望ポイントー丘の上広場、

防人見返りの峠、東光禅寺―を辿りながら多摩車庫方面へ歩きます。

よこやまの道が鎌倉街道早ノ道・推定古代東海道・鎌倉古道等

と交叉したり、重なつたりしていることを確認しながら歩きます。

【コース】京王相模原線「若葉台駅」改札□前 9:30集合→

丘の上広場→防人見返りの峠→謎の並列古道跡 (推定古代

東海道跡)→古道五叉路→東光禅寺周辺→小野路別所薬師堂
→小野路別所大犬久保→鎌倉古道跡→妙櫻寺→よこやまの道→京王バス停「多摩車庫前」付近にて解散 (12:00頃 解散予定)

※都合により変更の場合有り

□ 須 知 正 E講師のガイトワオーク 島脚J〉 留090…3695‐7580(須知)

▲丘の上広場付近より ▲富士山―防人見返りの峠より

【内容】武蔵国府と相模国府を結んで平安京へ通じて

いたと想定される奥州廃道を主に歩きます。小山田

緑地ではホトトギスの声を聞き、トンボ池では飛び交う

トンボを見て、アサザ池で可憐なあさざの花(黄色)が

見られるでしょうl

【コース】小田急多摩線「唐木田駅」改札前 9i30集合
→大妻女子大学→よこやまの道 (鎌倉古道)→小山田

緑地分岐点 (山 中分園)→ (奥夕N廃道)→的場跡→ ▲小山田緑地(奥州廃道)

トンボ池 (大久保分園)→アサザ池→よこやまの道→奥州廃道→総合福祉センター

※都合により変更の場合有り

歴史古街道団 第 15回 定期総会

日時 :2019年 6月8日 (土 )

13:30から15:00まで

会 場

議 題

:多摩市関戸公民館 大会議室 (ⅥTA8階)

2018年度 ,舌動報告

2018年度 決算及び会計監査報告

歴史古街道団会則の改正

2019年度 活動方針案審議

2019年度 予算案審議

2019年度 運営委員選任

団員には、当団主催の行事参加費を割引、

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月から翌年 3月まで。10月以降入会 Iま ],500円 )

【お申込み方法】 ゆうちょ銀行備付け「振替払込取扱票」に「入団」と明記し、こ氏名・ご住所・

こ連絡先電話番号をこ記入の上、年会費を下記へこ送金ください。

【振込先 】ゆうちょ銀イテ振替口座 :O0140-フー445195  【カロ入者名】 歴史古街道団

ウォーキング参加時などに、団運営委員にお申し出いただいても、お手続きいたしますのでお気軽にどうぞ。

①

②

③

④

⑤

⑥

▲あさざ

→ 唐木田駅 (12:00頃 解散予定 )

会員交流情報交換会 (ティータイム)

総会終了後会員交流会 (ティータイム)を同会場

にて引続き行います。15:00か ら16:30まで

※申し込み不要 (参加費無料)

【内容】普段なかなか聞けない地域の歴史や古道

のこと、これからの楽しみ方など、皆さんでなこやか

に語りあいましょう。会員様のこ家族 こ友人も

参加自由。申し込みも不要です。お気軽にこ参加

ください。

201       昌程検充tます。
団員の方々のご出席を_ ニ

ぉ願い申し上げます。
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【出雲国の古代道路】
丘陵上を走る山陰道遺構群に感動 !

島根県東部にあたる出

雲国エ リアでは、『風土

記』がほぼ完本で残つて

いる有利さが手伝つて、

8C前半における官道や官

衛、寺院などの位置関係

がほぼ把握さねています。

特に2013年に発掘され

た出雲市斐川町の杉沢遺

跡周辺では、丘陵尾根上

を約 lkmにわたつて走る

幅約9mの山陰道遺構が

検出され、大きな話題と

なりました。

駅路の構造的特徴である側溝と波板状凹凸面がきれいに残

つた発掘当時の写真 (下図)を こ覧になったことがあるので

はないでしょうか。

では、以下、昨年秋に訪れた現地の様子をこ紹介します。

まずは、杉沢遺跡東にある三井Ⅱ遺跡の痕跡地形です。草木

に覆われていますが発掘調査当時のままの状態で、巨大な帯

状窪地が残 つてい

ま した。 しばし果

然と立ち尽くした

ことは言うまでも

ありません。ただ

し、すべてが道路

という訳ではなく、

左図のようにかな

り高い位置に路面

が存在 したと考え

られています。

風間 武 (団員)

次に、杉沢遺跡のこちら。 (下図)斜面の中腹に幅約5mの
テラス状の平坦面があります。山側斜面を削りその土で谷川

斜面へ盛土 して道路基盤を造成する、という切土・盛土工法

が用いられています。現存 している平坦面の盛土の下幅は10
mを超えると推定されており、やはり9mの駅路幅を十分に確

保できたと考えら

ねています。

付近でこの工法

をとつたと推定さ

ねる部分は約50m。

計算上では、切土・

盛 土 は そ れ ぞ れ

600～ 800m3と
推計され、合計で

10tト ラック120
～ 160台分の土量

となるそうです。

最後に、西に進んだ長原遺跡の巨大な切通 し痕跡 (下図)

です。高さ6m、 上幅30m、 長さ 100mにわたつて工事が施

されています。掘削された土量は約 1,500が と推計され、

10tトラックで約

300台にもなりま

す。そのスケール

もさることなが ら、

木を切 り払えばす

ぐにでも使用でき

そうなほどの遺存

状況のよさに感動

しま した。駅鈴を

鳴らして走 り抜け

る駅馬の姿が目に

浮かぶようで した。

ではなぜ、平地を迂回せず、大きな工事を施 してまで丘陵

尾根を通つたので しょうか ? 背景として専門家の皆さんが

お考えなのが、8C前半の新羅との緊張関係です。

海から侵攻を受けた際、見通 しが悪く挟撃さねる恐れのあ

る谷間の道は避けたかつたのではないか、また、海岸付近の

低地を通すと上陸した敵に分断されるのを恐れたのではないか、

と推測されています。

“全国で初確認"という丘陵尾根を走る駅路が、時代背景が

作 り出した特殊ケースなのか、それとも他地域の駅路でも類

似ケースがあったのか、興味は尽きません。

※写真・図は筆者撮影のもの以外、全て、出雲市教育委員会「出雲市の文化財報告33 出雲国古代山陰道発掘調査報告書

出雲市 三井Ⅱ・杉沢・長原遺跡の調査」2017年 より
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歴史古街道団 予定表 (201鮮 4月～201鉾 7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 探索口学習テーマ 参加費 申込み 問合せ先

4月 14日 (日 )
小田急多摩線「唐木田駅」
小田急側改札日前9:30

【ガイド;須知】月例 多摩よこやまの道を歩こう!

よこやまの道を西から東へ、百花を楽しみましょう!

団員:300円

一般:500円
当 日

(団 )須知
1軋090-3695-7580

4月 20日 (土 ) 京王線「Ill布 駅」中央改札日前10:00
【ガイド;山 下】国指定史跡・深大寺城と周辺古栄1の探索

上杉朝定は深大寺城で戦ったのか? 団員:500円

一般:700円
当 日

(団)山 下
1■090-5208-3123

4月 27日 (土 )

小田急線「鶴川駅」
北日改札前10:00

【官田】日帰り探索ウォーク
「鶴川の知られざる古代・中世史①

熊野の豪族・神ノ倉家の北天祭lEと古街道」

団員:700円

一般:1000円
当 日

(団)宮 田
1■090-7002-3431

5月 12日 (日 )
京王相模原線「若葉台駅」
改本L口 前9:30

【ガイド;須知】月例 多摩よこやまの道を歩こう1

東コースの眺望ポイントを辿り、楽しみましょう!

団員:300円

一般:500円
当 日

(団)須知
1■090-3695-7580

5月 26日 (日 )

小田急多摩線「唐本田駅」
改本L日 前9:45

【宮田】日帰リピクニックと探索ウォーク
「初夏の奥州古街道“むかし道の丘"

会員家族・交流“野遊び会 (ピクニック)"&
小山田氏の馬牧ロマン・ウォーク」

団員:700円

一般:1000円
当 日

(団)官 田
¶巴090-7002-3431

6月 8日 (土 )

関戸公民館8F大会議室
13:30-15:00
京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」西日改札徒歩3分

歴史古街道団 第15回定期総会 団員限り 事前申込み

(団 )宮田
1軋090-7002-3431

(団 )須知
1■090-3695-7580

6月 8日 (土 )

関戸公民館8F大会議室
15:00-16:30
京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」西日改札徒歩3分

歴史古街道団 会員交流会 団員限り 当 日

(団 )官田
T巴090-7002-3431

(団)須知
Tu 090-3695-7580

6月 9日 (日 )
横浜高速鉄道こどもの国線「恩田駅J

改本L日 前10:00

【宮田】日帰り探索ウォーク
「鶴川の知られぎる古代・中世史②
源義経支援・熊野在住武士団と古代測量台のロマン“岡上"」

団員:700円

一般:1000円
当 日

(団 )官 田
1■090-7002-3431

6月 15日 (土 )

小田急多摩線「唐本田駅J

改本L日 前)30
【ガイド;須知】月例 多摩よこやまの道を歩こう!

奥州廃道を歩き、ホトトギスとアサザを楽しみましょう!

団員:300円

一般[00円 当 日
(団)須知
1吐090-3695-7580

6月 22日 (土 )

」R中央線「西人王子駅」
北口改札前10100

【ガイド;高尾あるきの会(団員)】 桑都あるき(その3)

多賀神社から泉町湧水群を探索します
団員:500円

一般:700円
当 日

(団 )伊藤
1肛090-5403-2217

6月 29日 (土 )

西武新宿線・西武池袋線 「所沢駅J

西回改札前10:00
【ガイド;須知】鎌倉古道を歩こう!④

～野老澤宿(=所沢宿)周 辺を歩く～
団員:500円

一般″00円
当 日

(団 )須知
¶軋090-3695-7580

7月 6日 (上 )

京急本線「金沢人景駅」東ロ
シーサイドライン(モノレール)新駅
改本L日 前9:45

【官田】日帰り探索ウォーク
「金沢人景・源頼朝が造った最古の寺院跡と武相国境古道の
歴史ロマン～最古の自山切通から鼻欠地蔵への国境ライン～」

団員イ00円
一般:1000円

当 日
〈団)宮 田
Tu 090-7002-3431

7月 14日 (日 )

京王相模原線「若葉台駅J

改本L日 前9:30
【ガイド;須知】月例 多摩よこやまの道を歩こう!

トンボの飛翔や蝉の声を楽しみましょう!

団員:300円

一般:500円
当 日

(団)須知
■■090-3695-7580

7月 28日 (日 )

関戸公民館8F大会議室
14:00-15:30
京工線「聖蹟桜ヶ丘駅」西口改札徒歩3分

【学】歴史講演会 講師:小島政孝先生(小 島資料館・館長)

テーマ:～徳川家康と多摩の古街道～
小野路を通つた“御尊櫃御成道"

団員:700円

一般:1000円
当 日

(団)官 田
1軋 090-7002-3431

(団 )須知
T巴090-3695-7580

花を楽しむ季節となりましたが、皆様にはこ健勝のことと存じます。大変遅

くなりましたが、2019年 4月から7月までの予定をお届けいたします。

徳川家康所縁「日光改葬・御尊櫃御成道」の古道痕跡整備が本格化しました。

夏場にはその歴史や工W― ドを学ぶ講演会も予定しています。こ期待下さい。

もちろん、宮田団長ウォークや団員ガイドウォークも予定していますので、

奮つてこ参加下さい。

編集責任 :歴史古街道団 (須知 )

い行】歴裏古街道回
歴史古街道団 団長 富  田  太  良『

本 部 :東 京都多摩市桜 ヶ丘
TEL 090-7002-3431
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