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の境界でもあ

りました。か

つて大橋のそ

ばには森久保

商店が店を構

え、桑市を開

催するなどし 

てにぎわっていたそうです。また、大

橋のそばには 3 体の地蔵が祀られてお

り、「鬼門除けの地蔵」として信仰され

ていました。嫁入り行列はここを通る

ことを避け、別の道から入る習俗があ

ったと伝えられています。 

大橋の地蔵は、多摩ニュータウン開

発の区画整理のため、一時収蔵庫で保

管されます。しかしその期間中に付近

で交通事故などがおこったことから、

地蔵尊再興の動きが住民たちから起こ

りました。住民たちは元の場所に近い

釜沼公園への設置を要望しましたが、

最終的には現在の貝取神社に遷される

ことになりました。 

多摩ニュータウン開発では、地形が

大幅に変わったため、それ以前の古い

歴史を確認することは難しいと思われ

がちです。しかし、この「大橋」のよう

に、300 年以上前から存在する場所も

あり旧道も確認することができます。

こうした場所も忘れずに受け継いでい

きたいものです。 

※現在の「大橋」の位置は乞田川の流路の変更な

どにより、多少の位置の変更がされています。 

みなさんは乞田にある「大橋」「新大

橋」をご存知でしょうか？ 近い場所

に 2 つの似たような名前の橋がかかっ

ているのには理由があります。 

昔の地図と比べてみましょう。左は

明治 39 年（1906）測量の地図、右は現

在の地図です。現在の「乞田新大橋」

や新鎌倉街道は昔の地図には存在せず

あるのは「大橋」だけです。 

「乞田新大橋」は多摩ニュータウン

開発時に、鎌倉街道を幅広のまっすぐ

な道にした際に建設されました。一方

「大橋」は古くからあり、旧道とつな

がっています。大橋の少し手前の部分

で道が少し湾曲していたため、新鎌倉

街道に組み込まれず旧道のまま残った

のです。つまり、｢新大橋｣と｢大橋｣の 2

つの橋は、鎌倉街道とその旧道を見分

ける目印になるといえます。 

では、この「大橋」はいつごろからあ

ったのでしょうか。実は大橋は江戸時

代の古い絵図にも描かれています。宝

暦４年(1707)に、貝取村と寺方村が訴

訟をおこなった際に作られた裁許絵図

の中央には乞田川のほか、大橋が描か

れており、約 300 年前にすでに大橋が

存在していたことがわかります。 

絵図の中心に大きく描かれているこ

とからもわかるように、大橋は村と村 

 

 

 

 

 

 

 

「からきだの道」は唐木田駅の西方、

府中カントリークラブ（ゴルフ場）との

境界沿いの造成後の敷地に造られた緑

地です。「からきだの道」はオープンし

てこの春 24 年が経ちますが、樹々が生

い茂り、延長約 1.8km ある散策路のう

ち木製階段等の工作物の欠損や傷みが

目立つようになってきました。少しで

も荒廃を食い止めたいと近隣住民が立

ち上がり、2011 年に「からきだの道の

会」が発足。その後に「多摩グリーンボ

ランティア森木会」に加入して活動の

環を広げ、市の公園緑地課と連携しな

がら保全活動を進めています。 

将来は“花とみどりの名所”を目指

し、緑地全体をより明るい樹林地に再

生し、新たな見どころや憩いの場、自然

の良さを体験できるエリアを拡大して

いく予定ですが、現状でも楽しめる魅

力を幾つか紹介しましょう。 

サクラの散歩道 

からきだの道西端近くのヤエザク

ラ、すでに市の桜の名所の一つとなっ

た「百本シダレ」のシダレザクラ、それ

に続く「尾根の径」と「お花見広場」の

ソメイヨシノ、ランドマークとなって

いる「砦
とりで

山」のソメイヨシノの巨樹を

眺めながら散歩が楽しめます。 

アジサイの散歩道 

「砦山」から「草花園」に続く「あじ 

 

 

 

 

 

 

 

 

さい坂」は初夏アジサイの群生が見頃

となります。 

雑木林と竹林が続く散歩道 

「草花園」から東側はコナラ・クヌギ

を中心とした雑木林とマダケとモウソ

ウチクの竹林が連続。季節の移り変わ

りを感じながらこもれびの中の散策が

楽しめます。 

昔の唐木田の生活道路を復元した 

“険しい里山道” 

「かぶとむしの林」前後の起伏の激

しいゾーンはやや健脚向きですが山登

りの気分も味わえます。 

山野草に出会える散歩道 

ほぼ全域で希少植物も多く自生し、

群落もあれば凛とした一輪の花もあ

り、ひとときの癒しと憩いを与えてく

れます。特に東に位置する唯一の水辺

スポット「寺ノ入の湧水」一帯は府中カ

ントリークラブの一部だったエリアで

かつての雑木林のままに残された里山

の趣が感じられます。 

府中カントリークラブの森と一体と

なった、多摩丘陵に浮かぶ“みどりの

島”はどこから見ても連続するみどり

の稜線となって、季節の移ろいと彩り

をもたらし、良好な景観を創出してい

ます。 

「からきだの道の会」は発足して 10 年目

を迎えました。それを記念して『からきだの

道散策ガイド第三版』を 2 月 15 日発行し、

同時に菖蒲館にてパネル展を 4 月 11 日まで

開催します。 

しょうぶかん 
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※唐木田図書館休館日：毎週月曜日、祝祭日 ※和カフェ定休日：毎週日曜日、月曜日、祝祭日 

橋場万里子  多摩の歴史さんぽ（２５） 

 

「大橋」と鎌倉街道 

筆者紹介：橋場万里子(はしば まりこ) 
パルテノン多摩共同事業体学芸員。東京都
立大学、東京医療学院大学、大妻女子大学
非常勤講師。 

「からきだの道」の魅力 

近藤  眞澄  唐木田の原風景と出会え、散策が楽しめる緑地（１） 

筆者紹介：近藤眞澄(こんどう ますみ) 
からきだの道の会幹事。パルテノン多摩市
民学芸員。IT 会社アドバイザー。 
唐木田在住。 

からきだの道 お花見広場 

府中カントリークラブとからきだの道(手前)の緑が一体となった全景 「今昔マップ on the web」より 

貝取神社にある大橋の地蔵 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からきだの道で見られる草花 

  

ハロー From Shobukan からきだ菖蒲館広報紙 

次号は 4 月 25 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 113 回 3 月 21 日(日) 9:00～11:00 

     第 114 回 4 月 18 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 

 
※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、駅前広場や菖蒲館は四季折々、

様々な草花でいっぱいです。お気軽にご参加下さい。 

☆日 時：3 月 20 日(土) 10:00～ 
     4 月 17 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 

２０２1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。 

お早めに登録をお願いいたします。 

※本人確認できるもの、会員名簿のご提示をお願い

しております。ご不明な点は受付まで  事務局 

 

菖蒲館からのお知らせ 

各イベントは新型コロナウイルスの感染状況に 

より中止にすることもあります。 

最新の情報は、電話、掲示板およびホーム 

ページでご確認ください。 

来館時にはマスクの着用をお願いします。 

貸室使用時には十分な換気の確保と、 

使用後の消毒・清掃にご協力ください。 

菖蒲館ウォーキング 

 ～ 観桜 内裏公園方面 ～ 

☆日 時：3 月 30 日(火)  9:30 菖蒲館集合 

☆コース：菖蒲館～横山の道～尾根緑道～南大沢駅 

☆定 員：15 名 要予約(受付：3 月 9 日(火)10:00～) 

☆参加費：100 円(保険代ほか)  

☆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 

 

会  場 ： ロビー 

入場料 ： ￥３００（ワンドリンク付）(中学生以下無料) 

定  員 ： 40名 要予約（受付：３月 1日 10:00～） 

出  演 ： 岩佐 めぐみ 

主  催 ： 広報部会 

共  催 ： 図書館、児童館 

◆ ３月２０日(土・祝) 14:00開場 14:30開演 

 

岩佐めぐみさんの朗読会 
『 わたしはクジラ岬にすむクジラといいます 』 

全国学校図書館協議会・選定図書 

 

緊急事態宣言の発出に伴い２月の朗読会は延期しました 

キンラン(4～6 月) フデリンドウ(3～5 月) 

タチツボスミレ(3～5 月) ジュウニヒトエ(4～5 月) 

からきだの道 パネル展（開催中） 
からきだの道の会 10周年記念 

～ 唐木田の原風景と出会え、散策が楽しめる緑地 ～ 

からきだの道の見どころ・歴史・将来像など紹介 

☆日 時：2 月 15 日(月)～４月 11 日(日) 

☆場 所：1 階エレベータ横(壁面) 

☆主 催：広報部会 

：からきだの道の会 

大人のためのクラフト 

～ おしゃれなハーバリウムづくり ～ 

 

 

 

☆日 時：3 月 27 日(土) 10:00～12:00 
☆場 所：1 階第１会議室 

☆定 員：6 名 要予約 

(受付 2 月 28 日 10:00～) 

☆参加費：1000 円(材料費込み)  

☆主 催：文化部会 

からきだの道の会 10周年記念 Webセミナー 

～ 唐木田の歴史とからきだの道を知る PartⅡ ～ 

唐木田の中世、からきだの道整備前の情景など紹介 

☆日 時：4 月 4 日(日) 14:00～15:30 

☆参 加：別途､ホームページ、チラシにて参加方法 

をお知らせします。 

☆講 師：橋場万里子氏 

(パルテノン多摩共同事業体学芸員) 

大石武朗氏(からきだの道の会) 

浜橋克芳氏(からきだの道の会) 

☆主 催：広報部会 

：からきだの道の会 

ボケ 


