
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                               

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    

筆者紹介：橋場万里子(はしば まりこ) 
パルテノン多摩歴史ミュージアム(公益財団
法人多摩市文化振興財団)学芸員。首都大学
東京、東京医療学院大学非常勤講師。 

筆者紹介：仙仁 径(せんに けい) 
パルテノン多摩歴史ミュージアム(公益財団
法人多摩市文化振興財団)学芸員。多摩市み
どりと環境審議委員。｢多摩の谷戸と農のい
となみ｣｢多摩ニュータウン植物観察記｣など
の展示を手がける。 

 

  

 

撮影：峰岸 勇助氏(山梨県鳥居峠より) 

南大沢 内裏橋付近を走る多 25 系統の神奈中
バス 昭和 58 年（1983）／渡部一富己氏撮影 

仙 仁仙 仁仙 仁仙 仁     径径径径    
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毘沙門天立像(京都府指定有形文化財)

です。銘には、比叡山無動寺と武州仙

波仏蔵房の僧が発起人として記され、

｢大仏師 因幡法眼応円｣が像を彫った

ことが記されています。仙波仏蔵房は、

埼玉県川越市に作られた天台僧の学問

の場・仙波談義所の北の院で、喜多院

の前身です。 

応円の像が残る中山法華経寺と仙波

談議所には交流がありました。このこ

とから、応円の造像と天台宗とのかか

わりが指摘されています。喜多院には

天台僧とともに｢応圓(＝円)法眼｣の名

が彫られた暦応 5 年(1342)の板碑が残

り、さらにその可能性を高めています。 

小野神社の随身倚像建立のいきさつ

はよくわかりません。しかし、小野神

社の随身倚像の奉行人も｢権律師丞源｣

という僧です。ほかの事例を考え合わ

せると、小野神社と天台宗寺院のかか

わりも考えられるかもしれません。 

小野神社の随身倚像は、手掛かりの

少ない中世の小野神社と周辺域の関係

を考える上でも貴重な手掛かりです。

もっと調査が進んでいくと良いですね。 

参考文献：齊藤經生 2014｢多摩市小野神社 木造随
身倚像(二躯)｣(『多摩のあゆみ』155
号)、京都府教育庁指導部文化財保護課

2007『京都の文化財 第 24 集』 

 
 

バスの車内で配布されていた『京王バ

ス南沿線おでかけ情報板第 37号』を参

考にさせていただきましたが、そこに

掲載されている 1980 年代のバス路線

図を見ていて興味深いことに気づきま

した。一つは、桜 44系統が下小山田行

き、桜 43 系統が国際ゴルフ場行きとし

て載っていることです。これで、少な

くとも多摩センター駅開業後の 1980

年代に聖蹟桜ヶ丘駅と唐木田地区を結

ぶ路線が残っていたことがわかりまし

た。そしてもう一つは唐木田地区のバ

ス停です。 

路線図に書かれているバス停は、山

王下、中沢、中組、南鶴牧小学校、福

祉センターで、経路が今と異なり、さ

らにバス停が今より少ないのです。こ

れは当時唐木田地区で区画整理事業が

行われていたためです。区画整理が終

わり、入居が始まったのは平成 3 年

（1991）。おそらくこの頃に現在と同じ

ルートとバス停になったと思われま

す。唐木田最初のバス路線は地域とと

もに変化し、これからも地域の人々を

乗せて走り続けるでしょう。 

今回の掲載をもちまして連載は終了

となります。拙稿を読んでくださった

皆さま、本当にありがとうございまし

た。この場を借りて御礼申し上げます。     

参考：｢落合の出来事覚書｣(峰岸松三著､私家版､1988
年）、｢京王バス南沿線おでかけ情報板｣(第 37 号 

    京王バス南･南大沢営業所情報誌委員会 2017、 
 ｢系統番号一覧｣http://pluto.xii.jp/bus/keitou_tkytama.html 

 

初詣はどこへ行かれましたか？今回

は神社のお話です。 

多摩市内でもっとも古い歴史を持っ

ていると考えられる神社は、多摩市一

ノ宮の小野神社です。小野神社の名は

奈良時代の宝亀 3 年(772)の古文書に

登場し、小野神社の所在地名でもある

｢一宮｣は、武蔵国府に赴任した国司が

最初にお参りする神社のことを意味し

ます。これらから、小野神社は奈良時

代から存在し、中世には｢武蔵一宮｣だ

ったとも考えられています。 

この小野神社に、鎌倉時代の｢木造随

身倚像｣(多摩市指定有形文化財)があ

るのをご存知でしょうか。随身像とは

門の守りをする武官の姿をした像のこ

とです。 

小野神社の随身倚像は大正 15 年

(1926)に火災にあい、昭和 49年(1974)

に修復されました。その際、像内から

銘文が見つかったのです。像 2 躯のう

ち新像は江戸時代の再建、古像は鎌倉

時代の元応元年(1319)作であることが

判明しました。古像を建立した奉行人

は｢権律師丞源｣、像を彫った仏師は｢因

幡法橋応円｣です。 

仏師応円が作った像は、ほかに 2 例

ほど見つかっています。ひとつは千葉

県中山法華経寺の建武 2 年(1335)作の

木造釈迦如来・多宝如来坐像(千葉県指 

定 有 形 文 化

財)です。もう

ひとつは、京

都 府 尊 勝 院

(青蓮院)にあ

る康永 3 年

(1344)の木造 

 

 

 

唐木田の路線バス唐木田の路線バス唐木田の路線バス唐木田の路線バス    そのそのそのその２２２２    

しょうぶかんしょうぶかんしょうぶかんしょうぶかん    
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橋 場 万 里 子橋 場 万 里 子橋 場 万 里 子橋 場 万 里 子     多摩の歴史さんぽ（多摩の歴史さんぽ（多摩の歴史さんぽ（多摩の歴史さんぽ（７７７７））））    

地域を走るバス路線は、地域の変遷

を映す鏡です。今回取り上げるバス路

線は｢多 25 系統｣。京王帝都電鉄バス

(当時)と神奈川中央交通が共同運行し

ていました。 

昭和 58 年(1983)に運行が開始され、

多摩センター駅と南大沢団地間を走っ

ていました。同年 3 月に山王下－南大

沢間のニュータウン通りが開通、南大

沢団地の入居が始まり、道路と団地が

できて間もなく開設された路線でし

た。当時、京王相模原線の終点は京王

多摩センター駅で、｢孤島｣と呼ばれた

南大沢団地の住民にとって、バス路線

はなくてはならない生活の足でした。 

ところでこの多 25系統ですが、多摩

市内にあるバス停は山王下バス停のみ

で、路線のうち多摩市分は約 1.5 キロ

とわずか。しかも山王下バス停は、多

摩センター駅まで歩ける距離です。多

摩市民でこの路線を利用していた方は

少なかったのではないでしょうか。そ

の後、昭和 63 年(1988)5 月 21 日に京

王相模原線が南大沢駅まで延伸し、多

25系統はわずか5年という短さでその

役目を終えました。 

多 25 系統を紹介するにあたり、京王 

 

 

 

 

 

 

 

小野神社 

小野神社の随身倚像と仏師・応円小野神社の随身倚像と仏師・応円小野神社の随身倚像と仏師・応円小野神社の随身倚像と仏師・応円    

    

 

新春号 

修復前の随身倚像(古像) 



 

  

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

パソコン教室パソコン教室パソコン教室パソコン教室    

～～～～    やさしいやさしいやさしいやさしい Windows10Windows10Windows10Windows10 入門（初級）入門（初級）入門（初級）入門（初級）    ～～～～    

☆日 時：3 月 1 日(木) 10:00～12:00 

     3 月 8 日(木) 10:00～12:00 

     3 月 15 日(木) 10:00～12:00 

     3 月 22 日(木) 10:00～12:00 

     3 月 29 日(木) 10:00～12:00 

☆場 所：第 2会議室 

☆定 員：5 名(申込み先着順 受付 10:00～) 

電話受付可 

☆受講料：3000 円(5 回分一括納入) 

☆機 器：ノートパソコン(Windows10)を貸与 

☆主 催：地域 ICT 化支援特別委員会 

福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会    

～～～～    福祉、介護、認知症ほか福祉、介護、認知症ほか福祉、介護、認知症ほか福祉、介護、認知症ほか    気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、    

                    どなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口です    ～～～～    

☆日 時：1 月 16 日(火) 14:00～16:00 

     2 月 20 日(火) 14:00～16:00 

☆場 所：1 階第１会議室 

☆参加費：無料(直接会場へ) 

※相談員は社協・包括の職員。相談内容は守られます 

☆主 催：福祉部会、多摩市社会福祉協議会、 

     多摩センター地域包括支援センター 

    いつまでも元気で長生きいつまでも元気で長生きいつまでも元気で長生きいつまでも元気で長生き    （（（（福祉セミナー福祉セミナー福祉セミナー福祉セミナー））））    

～～～～TAMATAMATAMATAMA フレイル予防プロジェクト（フレイル予防プロジェクト（フレイル予防プロジェクト（フレイル予防プロジェクト（TFPP)TFPP)TFPP)TFPP)測定会測定会測定会測定会～～～～    

年を重ねて気力や体力が衰えた状態を 

「フレイル」と言います。  

あなたの状態をチェックしてみましょう。 

今よりもっと健幸に楽しく過ごすために 

国士舘大学の学生と測定や改善ポイントを 

学べるお得な企画です。 

☆日 時：1 月 27 日(土) 14:00～15:30 

☆場 所：2 階ホール(入場無料) 

☆講 師：国士舘大学、多摩センター地域包括支援 

センター、多摩市高齢支援課の方々 

☆主 催：福祉部会 

 

 

 

日曜朝市日曜朝市日曜朝市日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！    

☆日 時：第 73 回 1 月 21 日(日) 9:00～11:00 
第 74回 2 月 18 日(日) 9:00～11:00 

毎月 1回実施（原則第 3日曜日）    

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆販売品：地元産の野菜など 

☆主 催：日曜朝市実行委員会 

 
 

ペ チ

 

第第第第 33331111 回からきだ菖蒲館回からきだ菖蒲館回からきだ菖蒲館回からきだ菖蒲館    地域健康・医療講座地域健康・医療講座地域健康・医療講座地域健康・医療講座    

～～～～体験体験体験体験    初めての初めての初めての初めての太極拳太極拳太極拳太極拳～～～～    

☆日 時：2 月 18 日(日) 14:00～15:30 
☆場 所：2 階ホール 

☆参加費：100 円（保険代ほか） 

☆定 員：20名（当日直接会場にて受付） 

☆講 師：桑原節子氏（東京都武術太極拳連盟、 

公認Ａ級指導員） 

☆持ち物：飲み物、タオル、室内用上履き  

     ※動きやすい服装でご参加ください 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

 

新春 からきだ菖蒲館寄席 

 

ペチュニア  

 

花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱいいいい運動運動運動運動でつくるでつくるでつくるでつくる“絆”“絆”“絆”“絆”    

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花で

いっぱいです。協力員の方々とご一緒にご参加下さい。 

☆日 時：1 月 20 日(土)10:00～ 

     2 月 17 日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆主 催：まちづくり部会  

どんど焼きのお知らせどんど焼きのお知らせどんど焼きのお知らせどんど焼きのお知らせ    

☆日時：1 月 14 日(日) 

☆場所：中組自治会(二反田公園) 

16:00～20:00(16:30点火) 

唐木田自治会(唐木田公園) 

             17:00～20:00(17:00 点火) 

山王下自治会(高岸公園) 

17:30～20:00(17:30 点火) 

ハローハローハローハロー    From ShobukanFrom ShobukanFrom ShobukanFrom Shobukan    

 

絵本よみきかせ絵本よみきかせ絵本よみきかせ絵本よみきかせ    ～～～～    おはなしのいすおはなしのいすおはなしのいすおはなしのいす    ～～～～    

☆日 時：1 月 6 日(土) 11:00～11:40 
     2 月 3 日(土) 11:00～11:40 

☆場 所：2 階和室(事前の申込み不要) 

※絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます 

☆主 催：福祉部会  

☆問合せ：042-376-4538（白石） 

からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙    

1978年 東京都府中市出身 

1996年 九代目三笑亭可楽に入門 

2010年 真打昇進 

2013年 3月菖蒲館初出演 

現在、新宿末広亭、浅草演芸ホール、 

池袋演芸場、国立演芸場などで活躍中 

菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング    

〜〜〜〜早春早春早春早春のののの清水入緑地清水入緑地清水入緑地清水入緑地〜〜〜〜 

☆日 時：1 月 31 日(水) 9:30 

雨天の場合は 2 月 2日(金) 
☆コース：菖蒲館 ～ 長池公園自然館 ～ 梅園 ～ 

浄瑠璃姫の碑 ～ 清水入緑地 ～ 大平 

公園 ～ 南大沢駅(解散) 

(約 7ｋｍ、2 時間半)  

☆申込み：当日直接 9:30 菖蒲館 

☆参加費：100 円（保険代ほか） 

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等 

     ※歩きやすい靴と服装で 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

三笑亭 可龍 独演会 

2017/9/18 2017/9/18 2017/9/18 2017/9/18 菖蒲館まつりプレコンサートより菖蒲館まつりプレコンサートより菖蒲館まつりプレコンサートより菖蒲館まつりプレコンサートより    

 

■三笑亭 可龍 プロフィール 

 

 

◆ 1 月２０日(土)  開場 13:30 開演 14:00 

会 場： 2 階ホール  入場料 \500 

※小学生以下無料 

出 演： 三笑亭 可龍  

主 催： 文化部会 

ノースポール 

次号は次号は次号は次号は 2222 月月月月 25252525 日日日日    発行予定発行予定発行予定発行予定    

 
※※※※問合問合問合問合せ・せ・せ・せ・申込申込申込申込：：：：☎☎☎☎042042042042----338338338338----6333633363336333(事務局)10:00 より 

 

 


