
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るような駅づくりを目指していきま

す。さらに新技術の取り組みとして、井 

の頭線下北沢駅のオープンに合わせ

て、当社初のデジタルコンテンツ、｢デ

ジタル運賃表｣｢デジタル総合案内盤｣

｢対話型窓口 AI ロボ｣を導入し、未来の

駅に向けた取り組みも進めてまいりた

いと思います。 

私が今後目指していきたいことは、

お客様の生活にワクワクするきっかけ

を作り続けることです。10 年後、20 年

後にも京王電鉄が沿線内外のお客様か

ら愛され、京王線を選んでいただける

企画をしていきたいと考えておりま

す。女性の視点も大切にしながら、自治

体、沿線施設と協力し、駅舎の改良工事

につなげていくとともにお客様サービ

スを提案し続けていきます。 

まずは、ラグビーW 杯を沿線全体で

盛り上げること、オリンピック、パラリ

ンピックで沿線をご利用になられるイ

ンバウンドを含めたお客様に京王電鉄

を知っていただき、迷うことなく目的

地に到着できるようご案内を強化する

とともに、沿線の魅力を伝えていきた

いと思います。 

４回にわたりこちらの広報紙に寄稿

させていただき、沿線のお客様に直接

メッセージを伝えられるという機会を

いただきありがとうございました。今

後とも京王電鉄をよろしくお願いいた

します。           （了） 

しょうぶかん 
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安心とワクワクの京王線へ 

橋場万里子  多摩の歴史さんぽ（１５） 

 

乞田鍛冶の父・濵田助左衛門（麥花） — 麥花塚と乞田鍛冶 ③  

 
武田阿沙美  

今回は、麥
ばっ

花
か

塚の建立者で、乞田鍛冶

兄弟の父・濵田助左衛門(一重・麥花)を

見てみましょう。助左衛門も息子たち

同様、鍛冶だったことが伝承されてい

ますが、実態はよく分かっていません。 

乞田鍛冶の刀剣の販売先である富澤

家や小島家の日記には、頻繁に助左衛

門が出入りしている姿が見えますの

で、どうやら幕末には息子たちの製品

を売る“営業マン”として活躍していた

ようです。次男で刀鍛冶の吉之が法橋

の位を得る際には、町田市木曽の修験・

覚圓坊を通じて、聖護院門跡に大小の

刀を納めるなど、助左衛門が根回しを

しています。また、娘のキクは、文久 3

年(1863)に現・日本橋にあたる｢本銀町

3 丁目｣の｢吉右衛門方｣に嫁いでおり、

助左衛門は幕末の段階で、多摩周辺の

みならず江戸も含めたネットワークを

持っていたようです。 

多摩市内の助左衛門の痕跡は麥花塚

以外にも見られます。大福寺(多摩市貝

取)の地蔵堂の扁額は安政 4 年(1857）

9 月に、助左衛門(麥花)が奉納したもの

で、｢安政四年丁巳秋九月大安日奉納之 

瓜生 濵田助左衛門一重｣と書かれて

います。大安の日に奉納したのは何か

を祝うためだったのでしょうか。瓜生

御嶽神社(多摩市永山)の安政 5 年の棟 
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札にも助左衛門の名

が見えます。 

明治以降になる

と、助左衛門は富澤

政恕の門人として、

もっぱら歌人として

登場するようになり

ます。対鴎台
た い お う だ い

公園(多 

摩市連光寺)にある明治 16 年(1883)建

立の｢花本神社奉詠桜花歌碑｣には｢麥

花翁刻｣とあり、助左衛門は、碑文を｢麥

花｣名で彫ると同時に、｢一重｣名で和歌

｢山さくら向ひの岡に咲そめて雲の上

まて匂ひぬるかな｣を寄せるという、一

人二役を担っています。 

助左衛門は小野神社(多摩市一ノ宮)

にも和歌の額を奉納していたようで

す。｢富沢家日記｣によれば、明治 10 年

10 月 18 日から 26 日にかけて、助左衛

門は小野神社の奉額のために画工を招

き、富澤政恕に和歌の選定を依頼して

います。28 日には助左衛門と富澤政

恕・政賢親子らが一緒に小野神社に行

き、完成した額を奉納しました。 

明治 10 年は、助左衛門の息子・文蔵

(吉之)と正行がそれぞれ第 1 回内国勧

業博覧会に農具を出品し、文蔵が褒状

を受けた年でもあります。ひょっとし

たら、助左衛門はそのことを記念して

額を奉納したのかもしれません。しか

し、残念ながら小野神社は大正 15 年

(1926)に火災に遭っており、現在、奉 

額を確認することはできません。 

今回は、今後注目していただきたい

京王の取り組みと、私がなすべき課題

についてお話をさせていただきます。 

今年は 9 月にラグビーW 杯が東京ス

タジアムで、来年はオリンピック、パラ

リンピックと国際的なスポーツイベン

トが目白押しです。当社では、安全運行

をすることは大前提ですが、沿線を訪

れるお客様に喜んでいただき、また京

王線に乗りたい、と思って京王を好き

になっていただける企画をお客様のも

とにお届けし続けていきたいと思いま

す。沿線施設とのタイアップなど沿線

の魅力を沿線外のお客様にも多角的に

発信していきたいと考えています。 

今年のダイヤ改正から、Mt.TAKAO

号やよみうりランド臨時列車をはじめ

とするイベント列車を運行しており、

イベント等でお渡ししているトレーデ

ィングカードはデザインの種類も数多

く、コレクターがいらっしゃるほど楽

しみにしていただいています。このよ

うな企画を今後もお届けできるよう努

めてまいります。 

また、駅舎の改良工事により、使いや

すく快適で便利な、京王多摩センター

駅や京王よみうりランド駅、高幡不動

駅のようにお友達を思わず呼びたくな 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 
大福寺の扁額 

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（４） 

 

 

 
花本神社奉詠桜花歌碑 

 

 

 

◆6 月 1 日(土)  17:30 開場  18:00 開演 

会  場 ： ロビー     

入場料 ： ￥500 (小学生以下無料) 

出  演 ： 奥村 将和  大石 竜輔 

曲  目 ： Water splashing in forest／Silent Cave／ 
       Deep blue south／Midnight Tambourine 

主  催 ： 文化部会   

■奥村
おくむら

 将和
まさかず

（ハンドパン） 
中学時代からドラムを始め 10

代後半からポップスを中心にプ

ロ活動を開始。20 代に入りジャ

ズと出会い、ジャズドラマーと

しての活動を開始。現在はドラ

ムだけでなく、ハンドパンやフ

レームドラム等、様々なパーカ

ッションにも精通し、幅広い音

楽性に定評がある。 

■大石
おおいし

 竜
りゅう

輔
すけ

（レク：アラブタンバリン） 
トルコのモダン奏法やルーディ

メンツ、ドラムセットにおける

リニアドラミングやカンジーラ

奏法等さまざまな打楽器の技術

をレクに応用し、独自のプレイ

を追求している。レクを和田啓

氏に師事。レクの演奏を中心に

活動中。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菖蒲館ウォーキング 

〜 生田緑地ばら苑 〜 

☆日 時：5 月 16 日(木) 9:00 唐木田駅前 

 小雨決行 
☆コース：唐木田駅 ⇔ 向ヶ丘遊園駅 

 ⇔ 生田緑地ばら苑 

※ 希望者は現地解散可 

☆参加費：100 円(保険代ほか) 

☆定 員：20 名(申込み先着順 受付 10:00～)電話可 

☆持ち物：交通費、飲み物、帽子、雨具等 

※ 歩きやすい靴と服装で 

                          

 

菖蒲館ウォーキング 

〜 2020東京オリンピック／ 

自転車ロードレースコース（一部）を歩く 〜 

☆日 時：6 月 12 日(水) 9:00 菖蒲館玄関前 

☆コース：菖蒲館～上之根大通り～尾根幹線道路 

     ～よこやまの道～はるひ野駅 

☆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 

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

 

次号は 6 月 23 日 発行予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日曜朝市 

地元産の新鮮な野菜が菖蒲館の広場に！ 

☆日 時：第 91 回 5 月 19 日(日) 9:00～11:00 
第 92 回 6 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 

大人のためのクラフト Vol．８ 

～ ちょっと早めな七夕作品 ～ 

☆日 時：5 月 25 日(土) 9:40～12:00 
☆場 所：1 階第１会議室 

☆定 員：10 名 要予約(受付 4/23 10:00～) 

☆参加費：1000 円(材料費込み)  

☆主 催：文化部会 

菖蒲の会（高齢者食事会） 

～ 新緑・若葉が美しい季節になりました。   
「新元号も決定！」初めての食事会です。新しい気持ちになって、 

皆さんと一緒に食事をして元気エールを交換しましょう。～ 

☆日 時：5 月 21 日(火) 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：赤飯、チキンカツ(食べるソース添え)、煮

物、酢の物、お吸い物、香の物、デザート 

※アレルギーの方はご相談下さい 

☆主 催：福祉部会 

 
※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：5 月 18 日(土)10:00～ 

     6 月 15 日(土)10:00～ 

 

 

 

 

 

☆場 所：菖蒲館玄関前 

☆主 催：まちづくり部会 

※この活動は一般財団法人セブン-イレブン記念財団の助成を受けています 

 

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：5 月 21 日(火) 14:00～16:00 

      6 月 18 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 

パソコン教室 

～ Word入門（初級） ～ 

☆日 時：5 月 16 日、23 日、30 日 

6 月 ６日、13 日 

毎週木曜 10:00～12:00 

☆場 所：2 階第 2 会議室 

☆定 員：5 名(申込み先着順 受付 10:00～)電話受付可 

初心者の方に完全マンツーマンで 

親切・丁寧に教えます 

☆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 

  
 

 

 

運営委員募集中 

 みんなで楽しい街づくり！ 

     からきだ菖蒲館の運営委員に参加してみませんか？ 

唐木田コミュニティセンター運営協議会はコミュニテ

ィセンターの運営と地域のための様々なコミュニティ

活動をボランティアで行っています。 

・健康スポーツ ・福祉 ・文化 ・まちづくり 

・総務企画 ・広報の６部会があり、楽しく和気あい

あいと活動しています。 

ご参加をお待ちしています。 （問合せは受付まで） 

紹介ページ http://karakida.org/organization/recruit/ 

 

 
奈良原公園 


