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〔第３委員会〕   
   

【委 員 長】  鎌田 幸雄 （羽衣町体育会） 

【副委員長】  大畑 勝俊 （錦町体育会） 

【委  員】   田村 孝（柴崎町体育会）  山本 静花 （砂川体育会） 

平田 健治（栄町体育会）  津国 護  （若葉町体育会） 

松原 幸子 （柏町体育会） 遠藤 章夫 （西砂川地区体育会） 

 

１ 第 124回市民あるけあるけ運動  
 

日 時：平成28年11月３日（木・文化の日）  ９時30分～15時 

コース：小金井市栗山公園集合（最寄駅：ＪＲ中央線東小金井駅） 

～都立野川公園（休憩）～神代植物公園（昼食） 

～武蔵野市ふれあい広場解散（最寄駅：ＪＲ中央線武蔵境駅）  

距 離：約13km 

参加者：76名 

「第 124 回市民あるけあるけ運動」（野川沿いを散策～深大寺ウォーキングまで）は、ＪＲ中央線東小金井駅

近くの小金井市栗山公園が集合場所です。 

当日は秋晴れの天気に恵まれ、ポカポカ陽気と紅葉で気持ちの良い日でした。 

また、開会式の後、準備運動を行い、初参加者も含めた７６名が３班に分かれ出発です。 

はけの森美術館の緑地の階段を降り、湧き水の流れる「はけの小路」の通りは、遊歩道を歩く人に安らぎを与

えてくれます。 

野川の遊歩道に出て、右岸に武蔵野公園を見ながら二枚橋で休憩です。 

野川沿いの遊歩道を南下し、自然観察園沿いを歩き、右岸に都立野川公園を見ながら歩き続けると武蔵野の新

車（水車）や東大馬術部の練習風景が見られます。  

大沢橋を渡り更に歩き続けて御塔坂橋に至り、北に向け歩くと「神代植物公園」入口に到着です。 

今回は「神代植物公園」に全員入園して、園内の芝生広場に到着して、やっと昼食となります。昼食は名物の

「深大寺そば」を堪能した人や、仲間と談笑しながら弁当を食べる人等でした。 

秋の心地よい日差しと季節の風を受けながら、集合時間までの少しの間に、深大寺へのお参り、神代植物公園

の温室見学や散策などで楽しく過ごしました。 

昼食後の楽しい時間を過ごして少しウトウトしたい気分になったところで、午後の出発です。 

「神代植物公園」を出て、武蔵境通りの野崎八幡前を通り、さらに北上して歩き、ＪＲ中央線沿いを西に歩く

と、今回の解散場所であるＪＲ中央線武蔵境駅前・武蔵野市ふれあい広場に到着です。 

今回もケガ人や脱落する人もなく,参加者全員が無事に完歩！ 

本当にお疲れ様でした。 

 

報告者: 田村 孝 

 



コース：

紅葉の野川公園。

でも、少し時期が早いかも…

深大寺

神代植物公園

都立野川公園

国際基督教大学

調布飛行場

都立武蔵野公園

国立天文台東大馬術部

東京農工大学

小金井市栗谷公園

休憩ポイントです♪

スタート

昼食ポイントです♪

武蔵野市ふれあい広場

ゴール

はけの森

美術館

第124回市民あるけあるけ運動コースマップ

今回はどんなコースに

なってるのかなぁ？

秋の野川公園の風景

ジュウガツザクラ

もしかしたら満開かも

神代植物公園のバラ園

今は秋バラのシーズンで

神代植物公園。

秋バラが満開でしょう
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２ 第 125回市民あるけあるけ運動 
 

日 時：平成29年３月19日（日）  午前10時～午後３時 

コース：拝島駅～昭島市エコパーク（集合場所）～武蔵村山市伊奈平公園（休憩）～武蔵村山市山王森公園（昼食・休

憩）～武蔵村山市大南公園（閉会式・表彰式）～玉川上水駅（解散）  

距 離：約15km 

参加者：88名 

第125回市民あるけあるけ運動は、平成29年3月19日

に快晴の中で開催することができました。 

当日、スタッフは 8時 30分に拝島駅改札前に集合、駅

から昭島市エコパークまでの誘導係、エコパークでの会場

設営、受付、準備係に分かれ、9時30分受付開始。 

開会式後、入念に準備運動をし、約 30名ずつ 3班に分

け、10時に順次スタートしました。 

エコパーク内を通り、昭島市リサイクルセンターを右に

見ながら歩き、２～３分後には福生市リサイクルセンター

があります。 

この辺は、昭島市、福生市、立川市の市境で、３市のリサイクルセンターが集中しています。 

北に向かって 500m程歩いていくと、正面は横田基地が見えてきました。五日市街道を横切り、横田基地周辺道

路である「西砂バイパス」をしばらく歩きます。 

１km程歩くと道が直角に右に曲がっています。 

まっすぐな道が続き、この道は今は「西砂川街道」となっていますが、地元の人の話では、「この道は旧五日市

街道であった」との事、横田基地ができたために福生市にまっすぐにつながる道が寸断されてしまったらしい。 

500m程歩き、最初の信号を左折すると、再び「西砂バイパス」となり、１km程歩きますと右側に「立川市総合

リサイクルセンター」が見えてきました。 

その手前を右折し、横田基地の高層住宅を左に見ることができます。 

２km程直進すると、再び「西砂バイパス」とぶつかります。 

右折後、１km程で「殿ヶ谷街道」の「立川七中北信号」を渡り、左折します。１km程歩き右折すると、左側が

林になっており、ここは武蔵村山市の「海道緑地保全地域」でコナラ、アカマツが主な樹種となっています。オ

オタカの巣や、鳥も多くの種類が見られ、バードウォッチングも楽しめ、広さは 8.7ha もあり、近所の子ども達

は「ターザン森」と言って、住民に親しまれています。 

その林の中を入り、少しだけ森林浴気分を楽しんで歩くと、最初の休憩場所である武蔵村山市伊奈平公園に 11

時20分頃到着。 

30分程トイレ等、休憩をとり、1班から順次出発しました。 

再び「殿ヶ谷街道」を北に向かい、途中横田基地イーストゲートを左に見ながら１km 程歩きます。信号を左に

曲がると静かな住宅街になりますが、通りの名称が「伊奈平中央道」と表示されておりますが、１km も歩かない

所で、横田基地の鉄条網に突き当たり、行き止まりとなっています。かつてはこの通りも福生市まで続いていた

道であった事が想像できます。 

行き止まりの手前を右折し、住宅街をクネクネと歩きます。するとまた横田基地の鉄条網に突き当たります。 

そこを右折し、左に横田基地の住宅群、右に武蔵村山市の日本住宅を比較しながら歩き、１km程で右折します。 

まっすぐ２km程歩くと再び殿ヶ谷街

道に出ました。 

信号を渡り、右折し500mくらい歩き

ますと「老人福祉会館北」信号の手前

を左折します。細い道をしばらく歩く

と、残堀川に出ました。 

残堀川沿いに左折、50mくらいで「御

嶽橋」を渡り、200m歩くと休憩場所の

武蔵村山市「山王森公園」に12時頃到

着しました。各自適当な場所で昼食を

摂りました。 

12時50分に公園を出発。再び「御嶽

橋」を渡り、残堀川を東に下って行き

差しかえ 
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ます。途中「残堀川の名称の由来」について書かれた石碑があります。「昔、箱根ヶ崎の狭山ヶ池に住んでいた蛇

を、次右衛門が退治した時、大量の血が堀を流れ、その後、この川を「じゃほり」と呼ぶようになり、「じゃぼり」

がなまって、「ざんぼり」と呼ばれるようになったと伝えられています。」と記されていました。その「じゃぼり」

川沿いにしばらく下っていきますと、正面にイオンモール武蔵村山店が見えてきます。 

三ツ藤橋まで歩き左折、信号を渡り和菓子で有名な紀の国屋本店前を通り、ヤマダ電機を右折すると左側にイオ

ンモール武蔵村山店が見えてきました。 

「伊奈平橋信号」を左折。イオンモールを左に見ながら整備された広くまっすぐな舗道を１km程歩きます。 

正面に武蔵村山病院があり、「病院前信号」を渡り右折します。 

ここは数年前まで日産のテストコースがあり、広大な土地が広がっています。空気の澄んでいる日は富士山を見

ることができるのですが、この日は残念ながら見ることができませんでした。 

２km 程歩くと道路は直角に左に曲がっており、「榎南信号」までのまっすぐな道を歩き、「榎南信号」を渡り、

左折、ドラッグストア「マツモトキヨシ」を右折し、今度は細い道を歩いていきます。 

途中、むらやま幼稚園、めぐみ保育園を左手に見ながら、更に歩いていきますと、右手に武蔵村山市立第四中学

校、第七小学校と連なっています。武蔵村山市の政策なのか、小中一貫校が多いのが目立ちました。 

更に 500mくらい歩いていくと、目の前に大きな高層住宅が見えてきました。昭和 39年度から 41年度にかけ、

5,260 戸が建設されたそうですが、老朽化に伴い、順次建替中だそうです。「緑が丘出張所前信号」を渡り、舗道

を２km程歩き、歩道橋の手前を右折、500m程歩くと、武蔵村山市大南公園に14時10分頃到着しました。 

トイレ休憩をとり、14時20分から14時50分まで表彰式、閉会式を行いました。 

14時50分にゴールの玉川上水駅に向け出発。 

大南四郵便局を右折、都立上水高等学校、国立音楽大学講堂を左に見ながら歩き、Ｔ字路を左折。拓殖大学第１

高等学校正門前を通り、500m程で玉川上水駅に15時10分頃到着しました。 

怪我人も出ずに全員無事完歩しました。 

大変お疲れ様でした。 

 

報告者: 遠藤 章夫 

 

 

 

 

 
 



昭島市エコパーク 

スタート 

立川市リサイクルセン

米軍横田基地 

米軍横田住宅 

武蔵村山市山王森公

武蔵村山市伊奈平公

休憩ポイントです♪ 

昼食ポイントです♪ 

ゴール 
西武拝島線 

武蔵村山市大南公

休憩ポイントです♪ 

ここで表彰式をします 

第125回市民あるけあるけ運動コースマップ 

真如苑グランド 

ＪＲ青梅線・八高線 

都立上水高校 

国立音大講堂 

イオンモール 

伊奈平公園の少し北にあ

るイーストゲート。 

ハロウィーンの日には入

リサイクルセンターの東

側には米軍の高層の住

宅と病院があります。 

伊奈平公園での休憩後

立川市のリサイクルセン

ター。北側と西側は横田

基地です。 

センター内にはリサイク

道路わきから見られる横田基

地。 

運がいいと待機中の飛行機が

見られます。 

時々飛行機マニア？の方が脚

お昼休憩をする公園です。 

植栽がたくさんあって、晴

れた日には梢から富士山

村山アパートの高層住宅

群。 

これが見えたら、もうすぐ

最初の休憩場所の武蔵

村山市伊奈平公園。 

桜の木がたくさんあるの

で、桜の季節にはお花見

伊奈平公園に行く途中に

ある雑木林。緑に色づくこ

受付け、開会式を行う昭島市エコパー

ク。 

植栽を見ながらウォーキングを楽しん

だり、子どもと遊んだりできる場所の他

真如苑グランドの方角（南西）を見

ると、晴れた日には富士山が、ま

た運が良ければ富士山をバックに

飛んでいる横田の飛行機が見られ

ます。 

ゴール（玉川上水駅）近くにある国

立音大講堂。 

よく音大生によるコンサートが開か

れるそうです。 

最後の休憩ポイントの武蔵野市大南

公園。 

広大な公園であることと、運動公園と

して、園内にはいろいろな運動補助具

が設置されています。 

表彰式もこの公園で行います。 

表彰式の後は班ごとに玉川上水駅に

今回のコースだよぉ 

たくさん歩いて 

１５キロぉ！！！ 

立川第七中 
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３ 第 126回市民あるけあるけ運動 
 

日 時：平成29年11月３日（金・文化の日） 

コース：東村山駅～天王森公園(集合場所) 

～西宿公園（休憩） 

～八国山緑地入口～おお空広場（休憩） 

～ころころ広場（昼食・休憩） 

～下宅部（しもやけべ）遺跡～八国山たいけんの里 

～北山小学校～北山公園(菖蒲まつりが６月に行われる)～

化成小学校～ふるさと歴史館(閉会式・表彰式)～東村山駅 

距 離：11km 

参加者：43名 

 

第126回市民あるけあるけ運動は、平成29年11月３日(金)快晴の中、開催することができました。 

当日スタッフは東村山駅東口交番そばの公園に８時 30分集合。駅から天王森公園までの誘導係、受付などの担

当を確認。天王森公園に移動後、９時 30分受付開始。９時 50分開会式。その後入念に準備運動をし、14～15名

づつ３班に分け、10時から順次スタートしました。 

公園前の市役所通り歩道を１ｋｍほど歩き、東村山駅東入口信号を左折。100ｍ歩くと府中街道に出ました。信

号を渡り、府中街道歩道を久米川方面に歩きました。ここは交通量が多く途中の信号を渡るときも気を遣いまし

たが無事通過。天王森不動尊脇の路地を左折し、100ｍくらい歩くと西武線の線路沿いの細い道に出ます。そこを

右折し、少し歩くと右手に「久米川少年野球場」があり、白球を追う子供たちの元気な声がひびきわたっていま

した。更に300mくらい歩き、つきあたりを左折。50ｍくらいで西武線踏切を渡ります。200m程歩くと右手に「徳

蔵寺」が見えてきました。 

「徳蔵寺」を右手に見ながら小さな橋を渡り右折。50ｍ程で左に「精心幼稚園」があり、そこを左折。川沿いの

遊歩道を進み 200m 先を右折すると最初の休憩ポイント「西宿公園」に到着となりました。時間は 11 時頃。ここ

でトイレ・給水等約10分間の休憩をとりました。 

11時10分、八国山緑地へ向け、１班から順次スタートしました。八国山は「トトロ」の七国山のモデルとなっ

たことで有名です。標高は 190ｍしかありませんが、駿河(富士)、伊豆（天城山）、相模(箱根・大山)、甲斐（多

波山）、信濃（浅間）、上野（吾嬌）、下野（日光）、常陸（筑波）の“八か国”の山が眺められるのでこの名がつ

いたといわれている。・・・・。と近くにあった「久米川古戦場」説明書きに記載されていました。八国山緑地入

口は急な登り階段で結構きつかったのですが、弱音をはく人もなく全員元気に登り切りました。緑地は比較的平

坦で歩きやすく、森林浴をしながら、気持ちよく歩けたと思います。20 分程歩き、「おお空広場」に到着。10 分

程休憩しました。休憩後、「ころころ広場」に向け順次スタート。 

各自のペースで緑地を散策しながら歩きました。「ころころ広場」に向かう途中の坂道で滑って転倒する人もい

ましたが、幸い怪我もなくホッとしました。12 時少し前に「ころころ広場」に到着。午後１時まで昼食・休憩で

す。（近くに八国山たいけんの里もあり見学） 

午後１時、ゴールの「ふるさと歴史館」に向け、１班から順次スタートしました。西武線を左手に見ながら「西

武園駅」方面へ歩き、駅手前の踏切を渡ります。200m くらい歩き、下宅部（しもやけべ）遺跡公園の中を通り抜

け、民家のある道を歩いていくと再び昼食休憩の「ころころ広場」近くにあった「八国山たいけんの里」まで戻

ってきました。西武線沿いの道を東村山駅方面へ向け歩きます。北山小学校を右手に見ながら「北山公園」の中

を歩きました。ところどころぬかるんでいる所があり少し歩きづらかったです。北山公園を出るとゴールまであ

と３ｋｍです。 

何度か左折、右折を繰り返し「化成小学校」周辺

道路を半周すると、「ふるさと歴史館」に到着しま

した。 

館内の視聴覚室で閉会式、表彰式をしました。参

加者全員、椅子に座ることができ、たいへんよかっ

たと思いました。皆さまたいへんお疲れさまでし

た！ 

 

報告者: 山本 静花 

 

 



緑地入口

　

　　コースの道順

　　東村山駅までの道順

       （集合場所）

税務署 

北山小学校 

警察署 

東村山 

天王森 

化成 

 小学校 

ふるさと 

スー 

〒 

正福寺 

保育園 

幼稚園 

徳蔵寺 

図書館 

西宿公園 

最初の休憩ポイントです。 

公園のとなりには、久米川

古戦場跡の碑があります。 

至 国分寺 至 西武新宿 

このお寺の地蔵堂は、 

至 所沢 

北山公園 
６月には、菖蒲まつりが 

緑地入口 
八国山の看板地図が設置さ

れています。 

ここがチェックポイントです。 

ころころ広場が昼食ポイントです。 

昼食後は、通常のウォーキングに戻ります。 

また、休憩時間中は、「八国山たいけんの

里」を見学いただけます。 

【別 図】 

※八国山緑地ホームページから引用 

緑地内ルート 
 

※前日の降雨でぬかるんでいる場合、 

    緑地内は通らず、舗装路を迂回します。 

11月3日（金・祝） 雨天延期の場合：11月12日（日） 

ここ八国山緑地は、 

アニメ「トトロ」の 

舞台のモデルに 

なったそうだよ。 

◇日  時 １１月３日（金・祝）午前９時３０分現地集合 

      ９時５０分から開会式 １０時００分出発（午後３時頃解散予定） 

◇集合場所 東村山市天王森公園（現地集合） 

◇持 ち 物  お弁当、飲み物、敷き物、交通費、参加料（保険代として２０円）、 

        あるけあるけカード（お持ちでない方には、現地で発行します） 

◇そ の 他  あるけあるけ運動認定の累積距離（１００ｋｍ毎）の達成者には表彰があります。 

認定距離 

11ｋｍ 

お問い合わせ 

立川市産業文化スポーツ部 

スポーツ振興課スポーツ振興係 

電話 ０４２－５２９－８５１５ 

昼食ポイントです。 

● 

少年 

現地集合 

（事前申込不要） 

です。 

  市役所 

公園 

パー 

野球場 
歴史館 

行われます。 

国宝に指定されています。 
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