
 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                                          

                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

会  場 ： ロビー     

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料) 

出  演 ： 熊村剛輔  勝田ロン 

     田村 修   佐藤隆治 

主  催 ： 文化部会 

■勝田ロン(Bass) ■田村 修（Piano） ■熊村剛輔(Sax) 

16 歳からドラム

を始め、大学在学

中からライブハ

ウスで演奏。ボー

カルのサポート

を中心に活躍中。 

今年は落合白山神社の鎮座 400 年に

あたります。9 月 9 日には記念祭が執

りおこなわれました。｢400 年｣は、神

社の最古の棟札が元和 4 年(1618)であ

ることに由来しますが、その前から存

在した可能性も指摘されています。 

落合白山神社の境内は古い絵図で確

認することができます。江戸時代、落

合白山神社を管理する別当寺だった東

福寺には、寛政 2 年(1790)作成の絵図

が残されています。これによれば、神

社は東福寺の隣に描かれ、｢白山宮｣｢観

音堂｣｢鳥居｣があったことがわかりま

す(絵図)。 

一方、それから 124 年後の大正 3 年

(1914)に描かれた｢村社白山神社図｣で

は、建物の配置が変化します。寛政 2

年絵図で東側に見られた｢観音堂｣は大

正 3 年絵図にはありません。代わりに

大正 3 年絵図には、鳥居正面の境内中

央に｢拝殿｣が描かれているのです。 

これには、明治 43年(1910)の境内の

建物移動が関係しています。多摩村内

の神主を兼務した太田家の古文書に

は、境内の東側にあった｢拝殿｣を｢本殿

ニ対シ正式ノ位置｣である境内中央に

移動させたことが記されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

によって駅が生まれ変わりました。駅

に到着したときからサンリオの世界観

を味わうことができ、わくわくドキド

キした気持ちで駅をご利用いただける

装飾となっています。駅の窓口では、

キティ名誉駅長もお待ちしています

し、駅係員もハローキティのプレート

を胸にお客様をお迎えしています。駅

をよく見てみると様々なところに隠れ

キャラクターを発見することができる

ので、楽しんでいただけたら幸いです。 

また、多摩センターには、小田急電

鉄様や多摩都市モノレール様の駅もあ

ります。競合と言われることもござい

ますが、情報交換や共に活動すること

も多く、とても大切な存在です。お客

様から多摩エリアにもっと住みたいと

思っていただき、また、それぞれの会

社としての発展も願い、今後も切磋琢

磨しながら協力をしてよりよいサービ

スを提供できるよう努めていきたいと

思います。 

 

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。 

つまり、寛政 2 年に｢観音堂｣だった

建物はやがて｢拝殿｣と理解されるよう 

になり、明治 43年に拝殿にふさわしい

中央に移動したと推測できるのです。

なお、大正 3 年絵図の建物配置は、多

摩ニュータウン開発前の昭和 56 年

(1981)までの配置とほぼ一致している

ので、明治 43年以降は建物の配置は、

多摩ニュータウン開発までほぼそのま

ま維持されていたといえるでしょう。 

落合白山神社は、江戸時代から数百

年間、位置が変化していなかった上、

境内の建物配置の変化も古文書で追う

ことができるのです。このように歴史

をたどることができる史料が残されて

いることは地域にとって素晴らしいこ

とではないでしょうか。 

その後、落合白山神社は多摩ニュー

タウン開発により、過去にない大変貌

を遂げます。昭和 56 年から 58 年にか

けておこなわれた工事では、拝殿と奥

殿は「権現造り」という一体型の建物

になり、旧奥殿の場所に再建されまし

た。ただし、車で入りやすい道路を敷

設するため、地面は大きく切り下げら

れています。旧拝殿の場所は道路にな

り、旧奥殿に至る階段は段数を減らし

ながらも同じ位置に設置されました。 

落合白山神社は、大変貌のなかでも

一部に昔の配置を受け継ぎながら再建

されており、数百年前から多摩ニュー

タウン開発後までをつなぐ貴重な存在

になっているのです。 

 

 

 

 

 

 

私は、2016年 7月に相模原管区長に

就任し、現在は旅客サービス課にて、

駅の安全対策、サービス向上施策に携

わっています。今回は、私の相模原管

区長時代のお話をさせていただきたい

と思います。 

京王電鉄では、全 69駅を７つの管区

に分けてエリアごとに管轄する管区制

という制度をとっています。そのため、

各駅に駅長がいるのではなく、管区を

取りまとめる「管区長」が全駅で 7 名

います。相模原管区は、京王多摩川駅

から橋本駅までの 11 駅(22.0 ㎞)を管

轄する管区で、アルバイト社員を含め、

総勢約 150 名でお客様をお迎えしてい

ます。相模原管区内には多摩ニュータ

ウンや施設としてはサンリオピューロ

ランド、よみうりランド、京王閣競輪

場があり、通勤・通学・ファミリー層

や海外からのお客様にご利用いただい

ています。 

管区長の辞令を受けた時は、楽しみ

という気持ち以上に重責だと感じるこ

との方が大きかったこと、その時の気

持ちは今でも忘れられません。 

沿線のお客様は、京王電鉄を大切に

考えてくださる方が多く、優しく声を

かけてくださったことが、我々の励み

となり、日々の仕事のモチベーション

になりました。我々の仕事は、お客様

が目的地まで安全に安心してご利用い

ただけるための当たり前を作り続ける

仕事なので、お客様から「ありがとう。」

と声をかけられるととても嬉しくなり

ます。 

すでにご存じとは思いますが、京王

多摩センター駅は、2016年 7月に装飾 

 

   

新しい京王が走り出す（１） 

 

 

幼少よりエレク

トーンを始め、ピ

アノ、シンセサイ

ザーもこなすマ

ルチキーボーデ

ィスト。 

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。 

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、12/29～1/3 

 ※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 

 

 

大正 3 年 村社白山神社図
太田茂氏所蔵 

 

 

京王多摩センター駅へようこそ！ 

 

橋場万里子  

◆ 12月 15 日(土)  17:30 開場  18:00開演 

多摩の歴史さんぽ（１２） 

 

京王多摩センター駅中央口 

寛政 2 年絵図
(部分)東福寺
所蔵 

落合 白山神社の境内の変遷 

 

しょうぶかん 

発行： 2018年 10月 28日 （隔月発行）     No.053 
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 

 

 

武田阿沙美  

 

 

ウッドベースか

らエレキベース

を弾きこなし、ク

ラシックのオー

ケストラまで幅

広く活躍中。 

サックス奏者と

してばかりでな

く、音楽ライター

としても活動。世

界を飛びまわる

マルチタレント。 

■佐藤隆治(Dr) 
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パソコン教室 

～ネットで年賀状を作ろう～ 

☆日 時：第１回 11月 15日(木) 10:00～12:00 

         11月 22日(木) 10:00～12:00 

     第２回 11月 29日(木) 10:00～12:00 

         12月 6日(木）10:00～12:00 

☆場 所：2階第 2会議室 

☆定 員：各回 5名(申込み先着順 受付 10:00～)電話受付可 

☆受講料：1000円(いずれの回も同一内容) 

☆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 

 

 

 

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： 11月 20日(火) 14:00～16:00 
      ※12月は休みです。次回は 1月 15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 

 

 

映画鑑賞会 家族はつらいよ 

熟年主婦の離婚願望が引き金で一家は大騒動に。山田洋次

監督が「男はつらいよ」シリーズ終了から約 20年ぶりに手

がけた傑作喜劇 (2016年松竹作品) 

監督：山田 洋次 

主演：橋爪 功、吉行 和子 

☆日 時：11月 7日(水) 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 

 

 

菖蒲館ウォーキング 

 ～紅葉の小山田緑地～ 

☆日 時：11月 20日(火) 

 9:30菖蒲館集合 

雨天の場合は翌 21 日(水) 

☆コース：アサザ池～つり橋～サービスセンター～ 

本園内散策～みはらし広場～大久保分園 

～山中分園～菖蒲館(約 7ｋｍ、2時間半) 

☆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：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 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 85回 11月 18日(日) 9:00～11:00 
第 86回 12月 16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 

 

 

ハロー From Shobukan 

キッズクラフト 

～世界で 1本だけのオリジナル傘づくり～ 

☆日 時：12月 1日(土) 10:00～12:00 

☆場 所：唐木田児童館遊戯室 

☆申込み：唐木田児童館まで ☆参加費：300円 

☆主 催：文化部会、唐木田児童館(042-338-2277) 

からきだ菖蒲館広報紙 

 

絵本よみきかせ ～ おはなしのいす ～ 

☆日 時：11月 3日(土) 11:00～11:40 

     12月 1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) 

 

  

 
  

大人のためのクラフト Vol.6 

～早くこいこいお正月！のステンドグラスづくり～ 

☆日 時：11月 17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 

 

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：11月 17日(土)10:00～ 

     12月 15日(土)10:00～ 

 

 

 

 

☆場 所：菖蒲館 玄関前広場 

☆主 催：まちづくり部会  

菖蒲の会（高齢者食事会） 

☆日 時：11月 22日(木) 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：ミートローフ、スープ、サラダ、パン、デザート 

※アレルギーの方はご相談下さい 

☆主 催：福祉部会 

 

 

 

鶴牧中学校 吹奏楽部 アンサンブルコンサート 

～吹いて 奏でて 楽しむ吹奏楽～ 

☆日 時：12月 8日(土) 10:30～12:00 

☆場 所：2階ホール(入場無料) 

☆主 催：文化部会 

☆後 援：唐木田児童館 

 

 

 

 

次号は 1月 3日 発行予定 

 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

アリッサム ビオラ パンジー 

ベネッセ広告 

 

 

東京五輪音頭-2020- 講習会 

～みんなで習って、踊って、盛り上げよう 

       東京オリンピック・パラリンピック～ 

☆日 時：12月 9日(日) 14:00～16:00 

☆場 所：2階ホール 当日直接受付(事前の申込み不要) 

☆講 師：東京 2020大会組織委員会より派遣 

☆主 催：福祉部会、健康・スポーツ部会 後援：多摩市 

 

第 35回からきだ菖蒲館 地域健康・医療講座 

～やさしい 中国体操～ 

☆日 時：12月  5日(水) 第 1回 練巧十八法 前段

12月 12日(水) 第 2回 練巧十八法 後段 

     各回 14:00～15:30 

☆場 所：2階ホール 

☆参加費：各回 100円(保険代ほか) 

☆定 員：25名(申込み先着順、受付 10:00～) 

☆講 師：桑原 節子氏 

      (日本武術太極拳連盟公認 Ａ級指導員) 

☆持ち物：飲み物、タオル、室内用運動靴  

☆主 催：健康・スポーツ部会 

 

メタセコイア通り 

 


