
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは次に 4 つのイベント列車に

ついてお話しいたします。 

2018年はイベント列車にもたくさん

のお客様にご参加いただきました。5

月には多摩動物公園 60 周年記念の

5000系初となるイベント列車の運行を

皮切りに、京王れーるランド開業５周

年記念、Mt.TAKAO 号、冬の高尾山ハ

イキング号の運行をさせていただきま

した。笑顔でご乗車いただく多くのお

客様にお会いできて、企画運営をする

私たちも幸せな気持ちにさせていただ

いております。 

お客様一人ひとりの笑顔を大切にし

て、これからも通勤、通学での利便性

の維持向上に努めるとともに、ゆっく

りとした豊かな時間を過ごしていただ

けるよう、お客様にぴったりなプラン

を提案し続けていきますので、今後の

イベントもぜひ楽しみにしていただき

たいと願っています。 

鎌倉街道沿いの一角に石碑や石仏が

集まっている場所があります。そのな

かでひときわ大きな石碑が｢麥
ば っ

花塚
か づ か

｣

(多摩市指定有形文化財)です。｢麥花｣

とは、貝取村の濱田助左衛門一重が和

歌を詠む際に用いた名前です。麥花塚

は明治 14 年(1881)に助左衛門が 80 歳

の喜寿を迎え、明治天皇が兎狩りに来

訪されたことを記念して建立されたも

のです。多摩ニュータウン開発前には

300ｍほど南側にありましたが、開発後

に現在地に移転されました。 

麥花塚には多くの人名や和歌・漢詩

などが彫られています。このうち表面

左側には｢濱田吉之、正行、利助｣とい

う助左衛門の家族 3 人の名がありま

す。｢吉之｣は助左衛門の次男・文蔵、｢正

行｣は三男・長吉で、彼ら 2 人は｢乞田

鍛冶｣と呼ばれる刀鍛冶でした。｢吉之｣

｢正行｣は刀匠としての名前です。 

吉之は、引田鍛冶(宮川鍛冶)の弟子

として刀鍛冶の技術を学びました。子

孫の家には元治元年(1864)の｢調布玉

川住吉之｣の銘が切られた刀剣が伝来

しています。新選組の支援者としても

知られる日野市の佐藤彦五郎家にも

｢吉之｣銘を持つ槍が伝わっており、乞 
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「乞田鍛冶・吉之」から「ひょうたん鍛冶・文蔵」へ  麥花塚と乞田鍛冶 ①  

 

 
麥花塚(多摩市貝取 1-18-1) 

 

筆者紹介：武田阿沙美(たけだ あさみ) 
2007 年京王電鉄(株)入社。2016 年 7 月に相
模原管区長に就任。現在は旅客サービス課課
長補佐として、駅の安全対策、サービス向上
施策に携わっている。 

 
 

 

 

ワクワクを感じる京王線 

 

 

新しい京王が走り出す（２） 

 

 

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。 

 

 

©'76,'90,'96,'01,'18 SANRIO APPROVAL No.P1011304 

 

橋場万里子  多摩の歴史さんぽ（１３） 

 

武田阿沙美  
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田鍛冶は新選組の刀剣も作ったといわ

れています。 

 吉之が活躍した幕末は、農村でも緊

張が高まり、農兵隊を組織して村の防

衛を行わなくてはならない時代でし

た。小野路村の小島家に残された｢小島

日記｣には乞田鍛冶が｢はちがね｣｢釘｣

｢脇指｣｢鍔｣など農兵隊のための武具を

納品する姿が記されています。 

 ところで、明治時代に入ると、刀鍛

冶をとりまく状況は一変しました。明

治９年(1876)には廃刀令が出され、刀

鍛冶は激減します。そのような状況の

なか、文蔵は明治 10年(1877)の第一回

内国勧業博覧会で｢三本子グワ｣を出品

し褒状
ほうじょう

を得るなど、野鍛冶としての道

を歩み始め、明治 13年(1880)(明治 16

年説もあり)には原町田に｢乞田鍛冶

屋｣を出店します。製品にひょうたんの

刻印を押したことから、乞田鍛冶は｢ひ

ょうたん鍛冶｣と呼ばれました。ひょう

たん鍛冶は腕が大変よく、町田・多摩

のほか、相模原付近まで評判が鳴り響

きました。 

 麥花塚が建立された明治 14年は、文

蔵が貝取村を離れ、原町田に店を構え

る頃でした。麥花塚は期せずして、文

蔵が｢吉之｣という刀匠名を名乗った最

後の証となり、また、刀鍛冶｢吉之｣か

ら野鍛冶｢文蔵｣として新たなスタート

をした際の記念碑にもなったのです。 

2018年は楽しい 2つのラッピング車

両と、4 つのイベント列車を運行いた

しました。 

まず、ラッピング車両についてです

が、3月 13日に多摩動物公園駅に京王

あそびの森 HUGHUG(ハグハグ)がオ

ープンしました。また、このエリアに

｢キッズパークたまどう｣という名前を

つけました。 

それに伴い、高幡不動駅から多摩動

物公園駅を走る動物園線の車両も新た

に｢キッズパークたまどうとれいん｣と

して多摩動物公園、京王あそびの森 

HUGHUG、そして、京王れーるランド

のキャラクターであふれたピンク色の

車両に生まれ変わりました。併せて高

幡不動駅の 1 番線にもキッズパークた

まどうのキャラクターでいっぱいにし

ました。キッズパークたまどうに遊び

に行く時のワクワク感を感じていただ

けたらと思います。 

もう一つは、皆様にお馴染みの株式

会社サンリオエンターテイメント様、

多摩市様と協力し、11月 1日からハロ

ーキティをはじめとするサンリオキャ

ラクターによるラッピング車両の運行

を開始いたしました。 

京王多摩センター駅に到着してから

広がるサンリオの世界観に喜んでいた

だけるお客様、そして今まで知らなか

った方々にも京王線に乗るのが楽しみ

になっていただけるよう、大人も子ど

もも親しめるキャラクターと、お花が

テーマの優しいデザインの車両を走ら

せました。この車両にしかない注意喚

起ステッカー(｢扉引き込まれ注意｣の

ステッカー)も必見です。 

 

 

謹賀新年 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

貸室予約が便利になります 

1 月 4 日(金)からお手持ちのパソコン、スマホからも貸室の

仮予約ができるようになります。(館内のパソコン利用可能) 

団体登録後、既設の多摩市｢公共施設案内・予約システ

ム｣から市内のコミュニティセンターならびにコミュニティ会

館の貸室仮予約ができます。 

※ 詳細は受付スタッフにお問い合わせください。(事務局) 

 

TAMA フレイル予防プロジェクト（TFPP) 

～ 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 
学べる企画です。 

☆日 時：1月 26日(土) 10:00～11:45 

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：無料（当日は直接会場へ） 
      ※ 歩行測定がありますので、動きやすい服装で 
       滑らない上履きをご準備ください 

☆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 

☆主 催：福祉部会 

 

 

◆ １月 19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 

近隣地域のどんど焼きのお知らせ 

☆日 時：1月 14日(月) 

☆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) 

 

福祉セミナー 

高齢者の難聴とコミュニケーション ＆ 手話のお話  

手話に関心のある方、初めての方大歓迎！ 

☆日 時：2月 27日(水) 14:00～16:30 
☆場 所：2階ホール 

☆参加費：無料（当日は直接会場へ） 

☆講 師：多摩市社会福祉協議会推薦講師 

☆主 催：福祉部会 

 

第 36回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

～運動過多に注意！ ＋ 健康長寿に笑いヨガ～ 

☆日 時：1月 26日(土) 14:00～16:00 

☆場 所：2階ホール 

☆定 員：40名(申込み先着順､受付 10:00～) 

☆参加費：無料（当日は直接会場へ） 

☆講 師：亀谷 学氏、宮本謙一氏 
※ 動きやすい服装でご参加ください 

                              

第 37回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

～いつまでも動けるからだづくり～ 

☆日 時：2月 19日(火) 14:00～15:30 

☆場 所：2階ホール 

☆定 員：30名(当日会場にて受付､先着順) 

☆参加費：100円（保険代ほか） 

☆講 師：菊池葉子氏（健康運動指導士） 

☆持ち物：飲み物、汗拭きタオル、室内用運動靴 
※ 運動できる服装でご参加ください 

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

 

 

 
 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 87回 1月 20日(日) 9:00～11:00 
第 88回 2月 17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 

絵本よみきかせ ～ おはなしのいす ～ 

☆日 時：1月 5日(土) 11:00～11:40 

     2月 2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) 

 

 

 

 

コミュニティセンター巡回 

～楽しく！ 美しい！ ラジオ体操教室～ 

☆日 時：2月 6日(水) 10:00～12:00 

☆場 所：2階ホール 

☆定 員：20名（申込み先着順 受付 10:00より） 

☆参加費：無料（当日は直接会場へ） 

☆対 象：ラジオ体操第 1の一つひとつの運動・動               

     作を正確に身に付けたい方 

☆講 師：斉藤剛大氏（国士館ジュニア RG コーチ） 

☆持ち物：タオル、飲み物、室内用運動靴 

☆主 催：多摩市、学校法人国士舘 

☆共 催：健康・スポーツ部会 

 

次号は 2月 24日 発行予定 

 

 

 

 

 

 

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：1月 15日(火) 14:00～16:00 

      2月 19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 

 

 

 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

 

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：2月 16日(土)10:00～ 

     3月 16日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館玄関前 ☆主 催：まちづくり部会  
パンジー 

 

ハロー From Shobukan 

パソコン教室 ～やさしい Windows10 入門（初級）～ 

☆日 時：2月 28日から毎週木曜 10:00～12:00 

☆場 所：第 2会議室  全 5回 

☆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：パソコン教室特別委員会 

 

からきだ菖蒲館広報紙 

 

■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 

重要 

 

 

 

大人のためのクラフト Vol.7 
～ おしゃれな ハーバリウムづくり ～ 

☆日 時：3月 2日(土) 9:40 
☆場 所：1階第１会議室 

☆定 員：10名 要予約(受付 10:00～) 

☆参加費：1000円(材料費込み) ☆主 催：文化部会 

 

 


