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ダイヤ改正 「おはよう 新宿。」 

橋場万里子  多摩の歴史さんぽ（１４） 

 

「乞田鍛冶・正行」の渡米と自転車 — 麥花塚と乞田鍛冶 ②  

 
武田阿沙美  

東京 2020 オリンピック競技では、多

摩市内にも自転車ロードレースのルー

トが設定されます。実は、貝取村出身の

乞田鍛冶も、明治時代に自転車と深い

かかわりを持ちました。 

濵田正行(長吉)は、兄・吉之(文蔵)と

同様｢乞田鍛冶｣と呼ばれた刀鍛冶で、2

振りの刀が現存しています。明治以降

の動向は不明でしたが、このたびご子

孫の探索により判明してきました 1)。

実は、正行は渡米していたのです。 

明治 13 年(1880)、正行は長男・銀次

郎とともにサンフランシスコに渡りま

した。当時の渡米は一般人としては比

較的早いものといえるでしょう。渡米

理由は｢農業器械製造修行｣でした。 

渡米前、正行は神田に出て｢濵田銀太

郎｣という名で、勧農局の開拓事業のた

め米国模造農具を製作します 2)。明治

10 年の内国勧業博覧会では勧農局の

出品物に｢濵田銀太郎｣作の模造農具が

見られます。これらの経験や収入が渡

米につながったのかもしれません。 

正行の米国滞在は長期とはならず、

半年後の 9 月には、銀次郎をアメリカ

に残したまま日本に帰国しています。 

その後、正行の姿はしばらく不明と

なりますが、明治 30 年 11 月 3 日、横 

浜の居留外国人に

よる｢日本バイシ

クルクラブ｣と日

本人の｢大日本双

輪俱楽部｣による

合同自転車遠乗り

会がおこなわれ、

世話人を引き受け

ています。12 月に 
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は神田錦町 1 丁目に、次男・清次郎と

ともに｢濵田自転車店｣を開きました。 

鍛冶屋から自転車店の転身は意外か

もしれませんが、ミヤタサイクルの前

身が鉄砲鍛冶・宮田栄助が始めたもの

であるように、自転車の製造と鍛冶屋

の技術には密接なつながりがありま

す。｢濵田自転車店｣も｢修繕部ハ本店の

得意とするところ(略)熟練精巧の技師

自ら担任し堅牢巧妙を保証し廉価にて

迅速に修理可仕候｣と広告で述べてお

り、鍛冶屋の技術を生かしていたこと

を読み取ることができます。 

濵田自転車店には都内唯一ともいえ

る屋内練習場が設けられ、乗り方の指

導をしていました。明治 34 年にはここ

で乗り方を覚えた人が 5,000 人以上に

達していたようです。米国製のランブ

ラー自転車も一手に輸入販売してお

り、若き日の志賀直哉も濵田自転車店

とおぼしき店で自転車を購入したこと

が随筆｢自転車｣に出ています。 

乞田鍛冶・正行は、明治時代には、日

本の自転車の普及に貢献する一人とし

て、活躍していたのです。なお、パルテ

ノン多摩では 4 月 20 日より乞田鍛冶

を扱った特別展｢刀鍛冶と文明開化｣を

開催します。是非お気軽にお越しくだ

さい。 

※1) 正行の渡米や自転車については濱田秀隆

氏によるご教示をいただきました。 

  2) 勧農局の｢濵田銀太郎｣と｢正行｣が同一人

物であることは筆者の検討によるもので、
確定していません。 

今回は 2 月 22 日から実施したダイ

ヤ改正のお話をさせていただきます。 

今年のダイヤ改正のテーマは、有料

座席指定列車｢京王ライナー｣の朝間時

間帯上りの運行開始(増発)と土休日下

りの運行時間帯拡大の実施です。 

新たに運行開始となる｢京王ライナ

ー｣の朝間時間帯上りの増発について

は、当社としては初めての試みで、朝の

慌ただしい時間帯を有意義に過ごして

いただく空間や時間を創り出せたら、

という想いのもとで今回の運行が決ま

りました。音楽を聴きながら、読書をし

ながら、最新のニュースをチェックし

ながら、そしてゆったり身体を休めな

がら・・・と、お客さまそれぞれの過ご

し方を大切にできる朝をぜひ｢京王ラ

イナー｣でお過ごしください。 

すでにご乗車いただいているお客さ

まも多いかとは思いますが、5000 系の

クロスシートで運行いたしますので、

すわり心地も良く、朝の時間がより過

ごしやすくなることと思います。 

また、スマートフォン、パソコン、携

帯電話から Web 予約(京王チケットレ

スサービス)での座席指定券の発行を

７日前まで拡大するほか、号数表示を

行先別に変更することなど、乗車もス

ムーズになり｢京王ライナー｣がよりご

利用いただきやすくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、通常列車でも、平日朝間時間

帯の相模原線方面からの上り（新宿行）

準特急を運行拡大し速達性を向上させ

る等、お客さまの利便性とともに、混雑

を緩和することにより快適性の向上を

図ります。 

特にこちらの広報紙をお読みの相模

原線エリアのお客さまには、土日の新

宿発｢京王ライナー｣の増便や早朝時間

帯の準特急の拡大もご注目いただきた

いと思います。 

 

今まで通勤通学でご利用頂いていた

お客さまをはじめ、土休日にご利用い

ただいていたお客さま、これから京王

線に乗ってみようかな、と考えてくだ

さっているお客さま、新生活が始まる

多くのお客さまにとって、京王線に乗

って外に出ることがより便利で楽しく

なり、素敵な一日を過ごせますよう、私

たちも努めてまいります。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

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。 

 

 
子孫宅に伝わった濵田
正行と思われる写真 
／濱田秀隆氏提供 

 

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。 

  

新しい京王が走り出す（３） 

 

 

会  場 ： ロビー     

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料) 

出  演 ： 片岡 健人  飯守 朝子 

曲  目 ： シューマン/ヴァイオリンソナタ第１番イ短調 

ベートーヴェン/ヴァイオリンソナタ第 8番ト長調 他 

主  催 ： 文化部会 

◆ 3月 16日(土)  17:30開場  18:00開演 

  

■片岡
かたおか

 健人
た け と

(ピアノ) ■飯守
いいもり

 朝子
あ さ こ

(ヴァイオリン) 

多摩市出身。2014 年度ヤ

マハ音楽奨学支援対象者。

第４回リスボン国際アカ

デミーにて２位受賞。東京

藝術大学附属高校を経て

東京藝術大学卒業。新理

恵、植田克己、江口玲の各

氏に師事。歌曲伴奏や室内

楽の活動など、多種多様な

演奏活動を展開中。 

 
東京藝術大学卒業時に

アカンサス音楽賞受

賞。第 86 回日本音楽コ

ンクール入選。ルーマ

ニア国際音楽コンクー

ル優勝。現在ミュンヘ

ン音楽演劇大学大学院

でクリストフ・ポッペ

ン、レナ・ノイダウア

ー両氏に師事。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 89 回 3 月 17 日(日) 9:00～11:00 
第 90 回 4 月 21 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 

菖蒲館ウォーキング 

〜 長池見附橋と大妻女子大と桜 〜 

☆日 時：3 月 31 日(日) 9:00 

小雨決行 
☆コース：別所公園 ～ 長池見附橋 ～  

自然館 ～ よこやまの道西端 ～  

よこやまの道 ～ 大妻女子大学 

(徒歩おおよそ 7ｋｍ、2 時間 30 分) 

☆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 

 

 

絵本よみきかせ ～ おはなしのいす ～ 

☆日 時：3 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) 

 

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 16 日(土)10:00～ 

     4 月 20 日(土)10:00～ 

☆場 所：菖蒲館玄関前  

☆主 催：まちづくり部会   

 

映画鑑賞会 

野のユリ 

アメリカを旅する青年が、東欧から来た修道女達と出会い教

会を建設する心温まるヒューマンドラマ 

アカデミー主演男優賞、ベルリン国際映画祭男優賞 

ゴールデン・グローブ男優賞 

1963 年アメリカ作品 

監督：ラルフ・ネルソン 

主演：シドニー・ポアチエ 

☆日 時：3 月 8 日(金)上映 14:00～15:40 

☆場 所：2 階ホール  

☆参加費：無料(直接会場へ) 

☆主 催：福祉部会映画同好会 

 

ハロー From Shobukan 

さくらコンサート 

南鶴牧小学校合唱団 

☆日 時：3 月 17 日(日) 13:30～15:00 

☆場 所：南鶴牧小学校体育館(入場無料) 

☆主 催：南鶴牧小学校合唱団父母 

☆後 援：文化部会 

 

 

 

からきだ菖蒲館広報紙 

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 19 日(火) 14:00～16:00 

      4 月 16 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 

 

 

 

 

 

 

 

菖蒲の会（高齢者食事会） 

～ 「平成時代」最後の食事会です。   

皆さんと一緒に楽しく食事をして、笑顔で一時を過ごしましょう！～ 

☆日 時：3 月 29 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：てまり寿司、煮物、青菜の和え物、 

お吸い物、漬物、デザート 

※アレルギーの方はご相談下さい 

☆主 催：福祉部会 

 

 

 

次号は 4 月 28 日 発行予定 

 

 
※問合せ・申込：☎042-338-6333(事務局)10:00 より 

 

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  

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

 

 

 

 

 

 

平成 31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。 

お早めに再登録をお願いいたします。 

☆日 時：3 月 23 日(土)、24 日(日)  

10:00～15:00 

※詳細は後日､受付､掲示板､ 

ホームページでお知らせします 

☆場 所：鶴牧西公園 古民家前 

☆主 催：桜まつり実行委員会 

鶴牧西公園のしだれ桜 

 


