
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

そもそも有山

集落は有山氏に

よって開発され

た場所の可能性

があります。江 

戸時代末の絵図に描かれた有山集落の

田は｢有山田｣と名付けられ、有山氏に

よる開発の印象を受けます。有山田に

は大栗川の岩堰(現・啓光学園付近)か

ら取水された水路が引かれました。岩

堰と水路の開削年代は不明ですが、元

禄 2 年(1689)の絵図に描かれており、

少なくとも江戸時代前期には登場して

いたことがわかります。 

岩堰は消滅してしまいましたが、水

路は現存し、一部は「くるまぼり緑道」

として整備されています。現在の「く

るまぼり公園」付近は、かつて有山集

落との境にあった水車が存在した場所

で、公園名もこの水車があったことか

らつけられたそうです。元禄絵図に描

かれた岩堰そばの｢岩堰山｣にあたる山

も現存しており、近世初頭の面影をほ

んの少したどることができます。 

｢観蔵院｣｢岩堰山｣｢くるまぼり公園｣

｢くるまぼり緑道｣、そして周辺に張り

巡らされた水路は、戦国時代の有山源

右衛門につながる痕跡です。これらが

現在も残されていることは貴重なこと

だと言えるでしょう。 
＊有山源右衛門は｢源右衛門尉｣と｢源右衛門｣と 
古文書に記されます。両者は別人で、親子で 
ある可能性が指摘されていますが、ここでは 

表記を｢源右衛門｣に統一します。 

 

2018 年 3 月 17 日、複々線化完成に

伴う新ダイヤでの運行をスタートし、

同日に新型特急ロマンスカー・GSE

(70000 形)がデビューしました。新し

いダイヤでの運行により、新宿から小

田原までのロマンスカーの所要時間

が、開業以来の悲願である 1 時間以内

で運転可能となったほか、JR御殿場線

への乗り入れロマンスカーの愛称のふ

じさん号への変更、東京メトロ千代田

線と片瀬江ノ島駅を結ぶメトロえのし

ま号の運行開始など、ロマンスカーに

とってもまさに記念すべき日となりま

した。 

さて、この新型特急ロマンスカー・

GSEは、現在のロマンスカーを形作っ

たロマンスカー・SE(3000形)から数え

て 9代目となります。小田急の歴代ロ

マンスカーは、各時代における最新の

鉄道技術を採用し、時代のニーズにあ

わせて進化を遂げてきました。ロマン

スカー・GSEは｢箱根につづく時(とき)

を優雅に走るロマンスカー｣をコンセ

プトに、眺望性や車内の居住性を高め、

観光でもビジネス面でも、快適で便利

にご利用いただける車両としました。 

まず観光面では、窓の高さを従来よ

り 30cm高くし、1mとすることで、流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れ行く四季折々の風景を存分にお楽し 

みいただけるようになりました。車い

すスペースや多目的トイレの設置な

ど、バリアフリーにも対応しているほ

か、近年急増する訪日外国人旅行者の

方々向けに、車内にラゲージスペース

や、WiFiを活用した多言語案内サービ

スを搭載しています。ビジネス面では、

無料 WiFiサービスに加え、各座席の肘

掛部に電源コンセントを設置し、上質

なビジネス空間としてのご利用も可能

になっています。 

働き方改革が言われる昨今、当社で

はロマンスカーによる通勤サービスを

充実させています。ダイヤ改正により、

朝の通勤時間帯には、新たに｢モーニン

グウェイ号｣として、上り合計 11 本、

夕夜間の帰宅時間帯には、｢ホームウェ

イ号｣として、下り合計 24 本のロマン

スカーを運転しており、快適輸送サー

ビスの一層の拡充を図っています。 

新しいダイヤでの運行は当社にとっ

て｢新しい小田急｣のスタートともいえ

るものです。｢快適で便利、スピーディ

ーな小田急｣の実現に向けて、これから

もロマンスカーをはじめとする輸送サ

ービスの一層の充実に努め、｢日本一暮

らしやすい沿線｣の実現を目指します。 

   

新しい小田急線（３） 

 

 

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。 

今回は戦国時代頃の関戸の話です。

聖蹟桜ヶ丘郵便局の近くに観蔵院とい

う曹洞宗の寺院があるのをご存知でし

ょうか。ここは戦国･江戸時代初期に活

躍した有山源右衛門(尉)＊の一族にゆ

かりの深い寺院と考えられています。 

有山源右衛門は関戸郷の有力者でし

た。古文書によれば、天文 24年(1555)

当時の支配者・小田原北条氏より、問

屋(宿所・人馬の継
つ ぎ

立
た て

所)を営む権利を

認められています｡天正 13 年(1585)に

は中河原を開発し、免税措置をうけて

います。関所の関
せ き

銭
せ ん

徴収も担い、関戸

郷の又代官の代わりに、他の百姓とと

もに年貢の収納事務をおこなうことも

ありました。江戸時代初頭の元和 3 年

(1617)の徳川家康の霊柩の運搬時に

は、鎌倉街道沿いの村々へ出された人

馬の継立の命令を受け取っています。 

有山源右衛門の痕跡は現地にも残り

ます。多摩市東寺方 1丁目付近には「有

山屋敷」という地名があり、周辺は「有

山村」と呼ばれてきました。冒頭でご

紹介した観蔵院は有山集落の東端に位

置します。平成 15年(2003)に観蔵院の

ご本尊・薬師如来像を修復した際、脇

侍の日光菩薩像の像内から古文書が見

つかりました。そこには中興の祖とし

て有山氏や先祖の名前が書かれていま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多摩市立唐木田コミュニティセンター 〒206-0034 多摩市鶴牧 6丁目 14番地 TEL: 042-338-6333   休館日：第 2・第 4月曜日 

 ※唐木田図書館休館日：毎週月曜日、祝祭日 ※和カフェ定休日：毎週月曜日、祝祭日 

 

 

 

 

 

三笑亭可龍 納涼独演会 

特急ロマンスカーについて 

 

ロマンスカー･GSE(70000形) 

 

 

くるまぼり公園 

小田急電鉄株式会社 

観蔵院 

橋場万里子  

 

※前売りは 6/26(火)10:00より 

ロマンスカー･SE(3000形) 

 

多摩の歴史さんぽ（１０） 

 

戦国時代の有山源右衛門の痕跡 

 

しょうぶかん 

発行： 2018 年 6 月 24 日 （隔月発行）     No.050 
唐木田コミュニティセンター運営協議会 編集： 広報部会 

公式ホームページ：http://karakida.org/ 

メールアドレス：info@karakida.org 

 

 

 

◆７月 28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 

■三笑亭 可龍 プロフィール 

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  
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 81回 7月 15日(日) 9:00～11:00 
第 82回 8月 19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 

夏休み子どもイベント 

 ～ つみ木広場 in 菖蒲館 ～ 

☆日 時：8月 25日(土)10:00～15:00 

☆場 所：児童館 遊戯室 

☆参加費：入場無料(幼児は保護者同伴） 

☆主 催：広報部会、児童館 

☆問合せ：児童館(042-338-2277)または菖蒲館受付 

 

絵本よみきかせ ～ おはなしのいす ～ 

☆日 時：7月 7日(土) 11:00～11:40 

     8月 4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) 

 

ペチュニア  

 

 

第 33回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

～スポーツ吹矢 体験会～ 

☆日 時：7月 21(土) 13:30～15:30 
☆場 所：2階ホール（直接会場にて受付） 

☆参加費：1人 200円（保険代ほか材料費） 

☆講 師：スポーツ吹矢多摩唐木田支部 

☆持ち物：飲み物、タオル 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

菖蒲館ウォーキング(予告) 

〜ブルーベリー摘みとウォーキング〜 

☆日 時：７月下旬～8月上旬(学校夏休み中 2回開催)  
☆コース：①ウォーキングも楽しみたい方におすすめ 

     ②ブルーベリー摘み中心(往復路線バス利用）  

☆定 員：①、②コースとも 20名(申込み先着順） 

☆参加費：1人 100円（保険代ほか） 

      交通費は各自お支払い願います 

☆場 所：町田市図師町の農園 

☆持ち物：タオル、飲み物、帽子、敷き物、バス代など 

     ※詳細日程は 7月 1 日に菖蒲館に掲示 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

福祉なんでも相談会 

～ 福祉、介護、認知症ほか 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 ～ 

☆日 時：7月 17日(火) 14:00～16:00 

     ※8月は休みです。次回は 9月 18日(火)を予定 

☆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 

 

 

花いっぱい運動でつくる“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：7月 21日(土)10:00～ 

     8月 18日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆主 催：まちづくり部会  

パソコン教室 

 ～ Excel 2016初級講座 ～ 

☆日 時： 7月 12日、19日、26日 

8月  2日、9日 毎週木曜 10:00～12:00 

☆場 所：2階第 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 回分初回に一括納入) 

☆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 

 
唐木田 にて 

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

 

新会長挨拶 

当運営協議会は地域のボランティアにより構成され、諸先輩

を始めとする皆さんが試行錯誤の中から築き上げた活力あ

る組織になりました。手がける事業やイベントは量・質とも

に目を見張るばかりと自画自賛しております。皆様も仲間と

して明るい地域おこしのために参加しませんか。私も微力な

がら力を尽くしてまいります。       高橋 重夫 
  

第 34回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

～作って楽しい！ みてたのしい！ 石けんデコパージュ～ 

☆日 時：8月 19(日) 14:00～15:00 
☆場 所：2階ホール（直接会場にて受付） 

☆参加費：1人 200円（材料費） 1人 2個作ります 

☆定 員：20名（申し込み先着順、受付 8月 1日 10:00 より） 

☆講 師：中村千津子氏（介護福祉士） 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

 

 

   

 
 

 

次号は 8月 26日 発行予定 

 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

 

 

唐木田コミュニティセンター 総会開催 

去る 5月 12 日(土) 「第 8回定期総会」が、市長、市議会議

長ほかの来賓および協議会委員多数の出席を得て開催。平成

29年度の事業報告や決算報告、同 30年度の役員選任などの

議案が審議され、全議案とも原案通り可決されました。 
ジニア 

 

１０月１３日(前夜祭)、１４日(日)開催 

みんなで歌う おたまじゃくし講座 

～いろいろな曲を楽しむひとときです～ 

☆日 時：7月 14(土) 15:00～16:00 

☆場 所：2階ホール  ☆参加費：入場無料 

☆主 催：文化部会   (事前の申込み必要） 

 

 

ワールドキャンパス多摩 国際交流イベント 

～ 世界の若者たちが今年も多摩にやってきます ～ 

☆日 時：8月 5日(日) 14:00～ 対面式 

☆場 所：2階ホール  

☆後 援：文化部会 

☆問合せ：090‐9859‐6962 (中村） 

 

 


