
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆ ３月１７日(土)  17:30 開場  18:00開演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増発し、新たに多摩線への直通快速急

行を新宿駅 18 時 02 分発から 23 時 02

分発まで 30 分間隔で運転を開始。ま

た、藤沢方面行きの急行・快速急行に

ついては新百合ヶ丘駅の発着ホームを

多摩線用の３番ホームとすることで、

同じホームで多摩線各駅停車にお乗換

えができるよう改善を図ります。 

新しいダイヤでは新宿駅 18 時 15 分

発から 23時 15分発まで毎時 15分発の

特急ロマンスカーが新百合ヶ丘駅に停

車し、同じホームで多摩線の各駅停車

に乗換えできるダイヤとしましたの

で、快適な特急ロマンスカーとも併せ

ご利用いただけます。 

その他 

 初電、終電時刻の見直しを図り(どち

らも約 30 分程度)、より早い時間帯か

ら遅い時間帯まで利用できるようにし

ます。 

これまで好評いただいていた千代田

線直通の急行・多摩急行については、

多摩線と都心方面との所要時間短縮効

果を高めるため、より速達性の高い新

宿駅発着の快速急行・通勤急行に変更

しております。 

複々線完成による、新しいダイヤで

の快適でスピーディな小田急にご期待

ください。 

小田急では 2018 年 3 月 17 日、複々

線＊を最大限活用した新ダイヤでの運

行を開始します。特に通勤時間帯にお

ける「混雑緩和、所要時間短縮、都心

への直通利便向上、着席機会の向上」

を実現し、鉄道輸送サービスと沿線価

値の向上を図ることを主眼に置いた抜

本的なダイヤ改正を行います。 

＊複々線化区間:代々木上原～登戸間 11.7km 14駅 

朝方ラッシュ時間帯、通勤急行の新設 

これまで多摩線から新宿方面の直通

列車は、ピーク１時間帯、千代田線直

通の急行 1本と各駅停車のみでした。 

新ダイヤでは小田急多摩センター駅

～新宿駅間を現行よりも最大 14 分速

い 40 分で結ぶ通勤急行 6 本を 10 分間

隔で運転。速達性の高い列車を利用で

きる機会を大幅に増加させるととも

に、一部列車は小田急多摩センター駅

始発とすることで、小田急多摩センタ

ー駅からも始発列車に乗車できるよう

にしました。また、下北沢付近の列車

本数を大幅に増加させることで、朝方

ラッシュピーク時間帯の混雑緩和を図

っています。 

夕、夜間ラッシュ時間帯の｢新ダイヤ｣ 

これまで新宿を 18時台～0時台に発

車する快速急行は 7本でしたが 35本に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

新しい小田急線 その１ 

 

 

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。 

鎌倉攻めの折、

笛を吹きながら

歩いたために

｢笛吹峠｣と呼ば

れたという伝承

があり、しだれ

桜もその際に植

えられたと伝え

られています。 

吉祥院は、江

戸時代初期の慶 

長 13年(1608)、尊慶和尚が鎌倉から東

進する際に中興したとされています。

宝永 3 年(1706)～4 年の貝取村・寺方

村の争論では、貝取村側の立会人とし

て、乞田村の吉祥院・福性寺が挙げら

れ、当時から乞田村の中心的な寺院で

あったことがわかります。 

この争論が記された古文書には、寛

文 8 年(1668)の｢吾妻権現社棟札写｣が

引用されています。そこには吉祥院住

職の名前があり、吾妻権現社(現在は貝

取神社に合祀)にもかかわっていたこ

とがわかります。さらに、下落合八坂

神社に現存する元禄 10 年(1697)の地

蔵菩薩(念仏供養塔)にも吉祥院住職の

｢長祐｣の名が記されています。これら

のことから、少なくとも江戸時代前半

にはすでに吉祥院は村の中心的な寺院

であったと考えられます。 

吉祥院と川井家の桜は、こうした吉祥

院の長い歴史と川井家のつながりを示

すものとして、注目されるのです。 

 

そろそろ桜が各地で見られ始める季

節になりました。 

樹齢 200 年ともいわれる鶴牧西公園

の川井家のしだれ桜は、毎年見事な花

を咲かせ、多くの方が目にされている

と思います。その親桜は多摩市豊ヶ丘

の吉祥院にありました。 

吉祥院のしだれ桜は樹齢 600 年とも

言われ、かつては大変に豪奢な花を咲

かせていました(写真)。柳田国男の『水

曜手帖』でも絶賛され、井上靖の小説

『憂愁平野』では、「ゴルフ場」(府中

カントリークラブ)近くの「府中の吉祥

院」の「巨大な桜樹」として描かれて

います。高さ 20m、周囲 4mにおよぶ大

樹で、東京都の天然記念物にも指定さ

れていました。残念ながらこの桜は昭

和 39 年(1964)の台風により枯れてし

まい、現在みられるのは二代目です。 

なぜ、吉祥院の桜は川井家に枝分け

されたのでしょうか。実は吉祥院と川

井家には深いゆかりがあるのです。川

井家は、落合村の名主をつとめ、落合

白山神社や東福寺の建立にもかかわり

ました。吉祥院の大檀那
お お だ ん な

でもあり、江 

戸時代には吉祥

院内に川井家専

用の部屋があっ

たとも伝えられ

るほどでした。 

吉祥院の創建

時期は不明です

が、吉祥院では

鎌倉時代と推定

しています。裏

山は新田義貞の

子・新田義興が
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３月１７日から新ダイヤに 

 

■Michiko MiMi 橋爪 

 

 

台形の共鳴箱に張られた多数
の弦を、木製のスティックで打
って演奏する打楽器。起源は古
典民族楽器なので諸説あるが、
900 年頃から中近東で演奏さ
れた楽器で、古典楽器プサルテ
リオンから派生したもの。 

ハンマーダルシマーとは 

橋場万里子  

会  場 ： ロビー     

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料) 

出  演 ： Michiko MiMi 橋爪 

曲  名 ： トゥーランドットより 誰も寝てはならぬ 

       グリーンスリーブス、ライムライト 他 

主  催 ： 文化部会 

通勤車両(4000 型) 

 

小田急電鉄株式会社 多摩の歴史さんぽ（８） 

 

国立音楽大学 ピアノ科卒。 

ハンマーダルシマーの奏法とし
ては珍しい連続したトレモロを
得意とし、クラシック・ジャズ・
映画音楽など幅広いジャンルの
楽曲を演奏。各メディアにも取
り上げられている。 

吉祥院と川井家の桜 

 

吉祥院の山門としだれ桜
／吉祥院所蔵 

 

しょうぶかん 
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川井家のしだれ桜／平成

29 年（2017）4 月撮影 

 

 

 

 

特急ロマンスカーGSE(70000 型) 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ペ チ

ュニア  

 
 

菖蒲の会（高齢者食事会） 
～ お陰様で２５回目の開催になります。!   

美しい桜の満開が待ち遠しい一日をみなさんと食事をしながら、 

笑って、喋って、楽しい記念の会にしましょう！～ 

☆日 時：3月 23日(金) 12:00～13:30 
☆場 所：1階ギャラリー 

☆対象者：市内在住の 75歳以上の方 

     （付き添いの方もご一緒にどうぞ） 

☆参加費：1人 300円 

☆定 員：18名(申込み先着順、受付 10:00～) 

      ※本人が直接申込み下さい(電話可) 

☆献 立：お赤飯、エビ料理、煮物、なます、 

     お吸い物、デザート 

※アレルギーの方はご相談下さい 

☆主 催：福祉部会 

 

さくらコンサート 

南鶴牧小学校合唱団 

☆日 時：3月 18日(日) 13:30～ 

☆場 所：南鶴牧小学校体育館(入場無料) 

☆主 催：南鶴牧小学校、文化部会 

菖蒲館ウォーキング 

〜平山城址公園と薬用植物園〜 

☆日 時：3月 28日(水) 9:30 

雨天の場合は翌 29 日(木) 
☆コース：菖蒲館 ～ 保井寺 ～ 寺沢里山公園 ～ 

展望広場 ～ 李重神社 ～ 東京薬科大学～ 

(バス利用も) ～ 京王堀之内駅 

(徒歩おおよそ９ｋｍ、3時間) 

☆参加費：100円(保険代ほか) 

当日直接受付(事前の申込み不要) 

☆持ち物：弁当(学生食堂あり）、飲み物、帽子等  

※ 歩きやすい靴と服装で 

☆主 催：健康･スポーツ部会 

 

ペチュニア  

部屋予約方法の変更 

現在、｢1ヶ月先の同日までの日｣の予約を受付けており

ますが、4月 1日予約受付分より｢2ヶ月先の同日の日｣

の予約受付へと変更いたします。 

詳細は、カウンター受付に｢予約変更のお知らせ｣なら

びに｢2ヶ月先予約カレンダー｣をご用意しております

ので、お気軽にお問い合わせ下さい。 

  
 

 

 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 77回 3月 18日(日) 9:00～11:00 
第 78回 4月 15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 

次号は 4月 22日 発行予定 

 

第 32回 からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

春休み特別企画 

～作ってみよう！ 飾り付きアロマ 消臭ポット～ 

☆日 時：4月 6日(金) 14:00～15:00 
☆場 所：2階ホール 

☆参加費：１人 200円(材料費) 

☆定 員：20名(申込み先着順 受付 3月 1日 10:00より） 

☆講 師：坂田幸江氏(AEAJ アロマテラピーインスト 

ラクター、看護師) 

☆持ち物：あれば保冷剤(凍らせずに持参) 

※ 小学生以上なら どなたでも参加 OK 
☆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：3月 20日(火) 14:00～16:00 

     4月 17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 

 

 

ハロー From Shobukan 

絵本よみきかせ ～ おはなしのいす ～ 

☆日 時：3月 3日(土) 11:00～11:40 
     4月 7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) 

 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

からきだ菖蒲館広報紙 

平成 30年度「団体登録」のお知らせ 

4月 1日以降の貸室予約には再登録、新規登録にかかわ

らず、新年度の登録手続きが必要となります。2月 1日

より、再登録の受付を開始しております。 

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：3月 17日(土)10:00～ 

     4月 21日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆主 催：まちづくり部会  

 映画鑑賞会 

グレン・ミラー物語 

バンド・リーダーであり作曲家のミラーの半生を描いた伝

記映画、「セントルイス・ブルース」や「黒い瞳」等ミラー

の心地良い軽音楽で午後のひと時をお過ごし下さい。 

1954年アメリカ作品 

監督：アンソニー・マン 

主演：ジェームス・スチュアート 

☆日 時：3月 9日(金) 

     上映 14:00～16:00 

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：無料(事前の申込み不要､直接会場へ) 

☆主 催：福祉部会映画同好会 

 

 

 

 

デージー 

 

※

  

☆前号(新春号)富士山の写真の撮影者は峰岸勇助氏、場所は 

  山梨県鳥居峠でした。                     （広報部会） 

 


