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しょうぶかん

山中湖畔より

長坂橋の笠地蔵と旧道の痕跡

登山の移り変わり － 登山がより身近に

多摩の歴史さんぽ（１）
からきだ菖蒲館から徒歩 1 分ほど
の、柘植の木のそばにたたずむお地蔵
さま（写真）を目にしたことはありま
すか？「長坂橋の笠地蔵」と呼ばれ、
多摩ニュータウン開発以前から人々を
見守ってきたお地蔵さまです。笠地蔵
は、開発前の時代の様々な情報を私た
ちにもたらしてくれます。
笠地蔵の姿をじっくり見てみましょ
う。右手には錫杖、左手に宝珠を持ち、
背中に舟形の光背（こうはい・後光を
示す飾り）を背負っています。光背を
よく見ると文字が彫られています。
｢奉納日待 武蔵国多磨郡柚木領落
合村 元禄十三庚辰霜月十六」
これらの文字から、笠地蔵は、今から
300 年以上も前の元禄 13 年（1700）11
月 16 日に建立されたことがわかりま
す。「日待」とは、「お日待」といっ
て、講中の仲間とともに夜を明かし日
の出を待つ行事を指します。このお地
蔵さまはお日待をおこなった記念とし
て建てられたのでしょう。
次に笠地蔵の足元を見てみましょ
う。足元の台座は、蓮の花の形をして
いるため「返り花」と呼ばれています。
この返り花に「徳兵衛 四郎兵衛 三
郎兵衛 忠右衛門 五郎兵衛 三右衛
門 与五右衛門」という名前が彫られ
ており、笠地蔵を建立した落合村の
人々の名前がわかります。
笠地蔵のある唐木
田駅周辺は、多摩ニ
ュータウン開発を経
て地形が大きく変わ
りました。そのため、
市内の石仏の多くが

橋場万里子
長坂橋の笠地蔵の位置と旧道

【左】大正 10 年測図・大正 14 年作成 2 万 5 千分の 1 地形図「町田」（大日本帝国陸地測量
部他 1984『大正・昭和 東京周辺 1 万分 1 地形図集成-京葉・京浜・多摩地区-』柏書房）
【右】国土地理院の電子地形図（タイル）に点線・点を追記して掲載

昔と異なる位置に移転しています。し
かし、この笠地蔵は開発の前後でほと
んど位置が変わっていません。開発中
は一時的に別の場所で保管されました
が、開発が終わると再び元の位置に戻
されたそうです。
ひょっとしたら、笠地蔵の立ってい
る場所には、何か特別な意味があった
のかもしれません。そこで、開発前と
現在の地図で笠地蔵の位置を比較して
みると… 笠地蔵の立っている場所
は、昔の八王子往還の分岐点（辻）で
あったのです。そして、その道の一部
は、笠地蔵を手掛かりに現在もたどっ
てみることができます。峰岸松三さん
の著作『落合名所図会』には、笠地蔵
の前に小川が流れ、長坂の橋がかかっ
ている姿が克明に描かれ、開発前の姿
をしっかりと見せてくれます。
多摩ニュータウン地域にある笠地蔵
は、300 年以上にわたって地域を見守
り続け、開発前の旧道の痕跡を、今に
伝えるお地蔵さまといえるのです。
※石仏調査会・多摩市教育委員会の成果を参
考にしました。
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。「武蔵国一
之宮」「関戸合戦」「多摩・商店ことはじめ」「アニ
メーションと多摩」などの展示をてがける。

登山へのつきせぬ魅力（５）
今年は登山界に大きなうねりが押し
よせました。8 月 3 日にブラジルのリ
オデジャネイロで開催された第 129 回
IOC 総会で、2020 東京オリンピックで
の追加競技種目に提案されていたスポ
ーツクライミング、野球・ソフトボー
ル、空手、スケートボード、サーフィ
ンの 5 競技 18 種目（選手総数 474 人）
が一括承認されたのです。
スポーツクライミングは、15m の高
い壁をルートを選びながら登る競技、
5m の壁を登る競技、真直ぐ上に二人の
選手が同時にスタートをして、登る速
さを競う競技の三種目があり、一人の
選手がこの三競技に挑み総合成績の複
合競技として競い合います。
現在、日本のスポーツクライミング
は世界ランキングが第 3 位、種目別で
はボルダリング競技が世界ランキング
第１位と、オリンピックでもメダルに
大きな期待がかけられます。
8 月 11 日は、第 16 番目の日本の祝
日として「山の日」が制定されました。
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に
感謝」をスローガンに自然に親しんで
もらおうと登山界でも大歓迎です。
「山の日制定協議会」では、第一回
全国集会として「上高地」で式典を開
催しました。皇太子ご一家もご出席の
なか、政府関係者、自治体、山林関係
団体、登山界、登山者約 400 名が出席
いたしました。
また、
今年は日本隊がヒマラヤ 8000m
高峰に初登頂して 60 周年を迎え、ネパ
ールのカトマンズにおいてネパール山
岳協会の配慮で登頂記念祝典が開か
れ、日本からも 70 名近い登山愛好家が

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
※唐木田図書館休館日：毎週月曜日、祝祭日

神崎 忠男

参加しました。
1950 年、フランス隊が初めて 8000m
峰アンナプルナ峰の登頂に成功する
と、各国が競って 8000m 峰への登山隊
を派遣し、1953 年には英国隊のエドモ
ンド・ヒラリー卿とテンジン・ノルゲ・
シェルパが世界最高峰エベレスト
（8848m）に初登頂、まさにヒマラヤ・
オリンピックの様相を呈しました。
1956 年、日本は第三次マナスル登山
隊を派遣して登山を開始し、5 月 9 日
と 11 日の 2 回、各二人ずつの登山隊員
が世界で初めて登頂に成功しました。
その後、地球上にある 8000m 峰 14 座は
すべて登られました。
国民の祝日「山の日」ができ、スポ
ーツクライミングがオリンピック競技
となり益々登山が身近になりました。
皆さんも自然に飛び込み、ハイキング
でも楽しんでみてはいかがですか。健
康管理に「山の日」を生かして下さい。
(了)
筆者紹介：神崎 忠男(かんざき ただお)
公益社団法人日本山岳協会前会長、同日本山
岳会永年会員。北極圏グリーンランド登山隊
編成ならびにエベレスト／チョモランマ登山
隊などに参加。
連光寺在住

休館日：第 2・第 4 月曜日、12/29～1/3
※和カフェ定休日：毎週月曜日、祝祭日、1/4

ハロー From Shobukan

からきだ菖蒲館広報紙

三笑亭 可龍
◆１月２１日(土)

独演会

開場 13:30 開演 14:00

■三笑亭 可龍 プロフィール
1978 年
1996 年
1997 年
2001 年
2010 年

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

第 26 回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座

日曜朝市

～狭心症、心筋梗塞を知ろう～

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！

☆日 時：1 月 28 日(土) 15:00～
講演･質疑応答を含めて約 1 時間
☆場 所：2 階ホール(入場無料)
☆講 師：草間芳樹氏
日本医科大学多摩永山病院副院長(循環器
内科部長)

東京都府中市出身
九代目三笑亭可楽に入門
可壽男（かずお）で前座
二ツ目昇進 三代目可龍となる
真打昇進
可楽師匠譲りの確かな古典の味わ
いは若手では特筆ものです。

☆日 時：第 63 回 1 月 15 日(日) 9:00～11:00
第 64 回 2 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

2016/11/24 菖蒲の会(高齢者食事会)より

☆主 催：健康・スポーツ部会

菖蒲館ウォーキング
パソコン教室

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 17 日(火) 14:00～16:00
2 月 21 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

～やさしい Windows10 入門（初級）～
☆日 時： 1 月 26 日(木)

2 月 2 日、9 日、16 日、23 日

☆日 時：1 月 7 日(土) 11:00～11:40
2 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

☆コース：聖蹟桜ヶ丘駅～多摩川沿い～郷土の森
行程 往復約 7 ㎞ 2 時間半程度

☆集 合：10:00 聖蹟桜ヶ丘駅西口 交番前
☆定 員：20 名(事前申込み受付 1 月 5 日 10:00 より)
☆参加費：保険代(100 円)ほか 交通費、入園料
☆持ち物：弁当、飲み物、帽子、雨具等
☆主 催：健康・スポーツ部会

ギャラリー展示

花いっぱい運動でつくる“絆”

～雛祭り（春いろいろ）～

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。協力員の方々と一緒に参加下さい。

☆日
☆場
☆主
☆協

時：2 月 18 日～3 月 3 日
所： ギャラリー
催：文化部会
力：唐木田児童館
からきだ千の会絵手紙教室

☆主 催：福祉部会 ☆問合せ：042-376-4538（白石）

唐木田コミュニティセンター
事務局スタッフ募集

2016/9/25 菖蒲館まつりプレコンサートより

☆日 時：2 月 7 日(火) ※雨天の場合は翌 8 日(水)

☆場 所：第 2 会議室
☆定 員：5 名(申込み先着順 受付 1/5 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

☆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

絵本よみきかせ ～おはなしのいす～

～早春の府中市郷土の森～

☆募集人員：一日勤務および時間勤務（若干名）
☆募集条件：通勤可能な方で、原則、多摩市民
☆業務内容：施設管理運営および貸室・受付業務
☆募集要項配布・応募受付期間
：1 月 20 日㈮～2 月 4 日㈯（休館日 23 日を除く）
10:00～20:00 受付にて配布（郵送は致しません）
☆面接日：2 月 18 日(土)
☆採用日：4 月 1 日(土)
※3 月中研修あり

☆日 時：1 月 21 日(土)10:00～

2 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

ノースポール

どんど焼きのお知らせ
☆日 時：1 月 14 日(土)
☆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)
サルビア
17:30～20:00（17:30 点火）

トレニア

※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より

次号は 2 月 26 日 発行予定

