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●国立市古民家（国立市）
　江戸時代後期に建てられた旧柳澤家住宅が移築され
ているよ。建物内では囲炉裏に火がくべられていて雰囲
気があったよ。
　歩いてすぐの「くにたち郷土文化館」 はみどころたくさ
んだし、「矢川おんだし」、「ママ下湧水公園」 など豊富
な湧水が流れる癒しスポットが周辺に点在しているのでつ
いでに訪ねてみては。

わたげ探偵！！こんなの調べてみました！
〜むかしの家編〜 ◎不定期掲載

　多摩・島しょ地域※には、隠れた魅力や知られざる不思議がたくさんあるんだ！今回は

多摩地域に点在する古民家や近代建築などを
調査してみたよ♪

多摩地域：東京都のうち、23区と島しょ地域を除く全域のこと。 
島しょ地域：大島・利島・新島・式根島・神津島・三宅島・御蔵島・八丈島・青ヶ島・父島・母島のこと。 

●小平ふるさと村（小平市）
　５棟の古民家をはじめ水車小屋や消防小屋を見ること
ができるよ。園内は３つのゾーンに分かれていて、いにし
えの小平の生活を感じることができたよ。毎月様々なイ
ベントが行われているので何度訪れても楽しいよ。
　写真は赤い屋根の旧小平小川郵便局舎。小平グリー
ンロード沿いにあるので自転車に乗って訪れるのもオススメ
だよ。

●山本有三記念館（三鷹市）
　三鷹駅から歩いてすぐのところに作家・ 山本有三さんが 
1936 年から 10 年ほど暮らした立派な洋館が一般公開されて
いるよ。大正末期に建てられた本格的な洋風建築で暖炉が
なんと 3 つもあるよ。館内には実際に使用された洋室書斎、
敷地内には綺麗に整備
された有三記念公園な
どみどころたくさん。
　3 月 7 日（日） まで企
画展 「『日本少国民文
庫』 が灯したもの」 が
開催されているよ。行か
なきゃ！

Tama

★ ★

★
★★

★国立市古民家

小平ふるさと村川越道緑地古民家園

遺跡庭園「縄文の村」
むいから民家園

山本有三記念館

多摩地域にはずいぶん昔から人々の営みがあったんだ。
縄文時代から大正時代までさまざまな家を探してみたよ。
時代によって家のスタイルが変化していくのがとっても面白かったよ。

※

煙突が立派な旧山本有三邸 『日本少国民文庫』の展示



●むいから民家園（狛江市立古民家園）
　むいから（※） ってどんな意味？変わった名前の古民
家園があると聞いて狛江に行ってきたよ。 
　園内には 2 棟の古民家があって写真の旧荒井家住宅
は建物の中に入って見学することができたよ。
　日の当たる縁側に座ってのんびり過ごすのがオススメだ
よ。
※麦わらのこと。

●川越道緑地古民家園（立川市）
　とっても大きい古民家が立川にあったよ。園内に移築
された旧小林家住宅は 6 部屋もあるんだ。間口約 19 
メートル奥行き約 11 メートル。オクと呼ばれる大切なお客
様をもてなす部屋は装飾がとても綺麗。中に入ることが
できるよ。
　園内の畑では麦やさつま芋を育てていて、麦の刈り取
り ・脱穀体験、さつま芋の収穫体験ができるんだ。

●遺跡庭園「 縄文の村」（多摩市） 
　今回調べた中で一番古い家がこちら。多摩センター駅前の
賑やかな街並みに突如現れる縄文時代の遺跡。庭園内に復
元された時期の異なる 3 棟の竪穴住居では、日替わりで火
が焚かれて縄文時代の雰囲気を楽しむことができるよ。

　縄文の村に隣接す
る東京都埋蔵文化財
調査センターでは多摩
ニュータウンで発掘さ
れた遺物などが展示さ
れているので、 庭園と
あわせてタイムトリップ
気分を堪能できるんだ。

縄文前期の竪穴住居
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今回は紹介しきれなかったけれど、多摩・島しょ地域にはむかしの家が点在して
いるので探してみてね。 次回はどこにいこうかな。 

今回紹介した施設の最新情報は各施設のホームページなどでご確認ください。また、コロナ禍の影響により開館時間の変更、
入館制限が発生する可能性がありますので、ご利用の際は事前に各施設に確認されることをお勧めします。

あらすじ 
前回まで多摩地域を西から東まで歩いたわたげ探偵、次はどこに行くのかな？ 
わたげ探偵はどうやら多摩地域に点在しているむかしの家に興味を持ったよ
うです。 
今月号からは街歩きと並行して、わたげ探偵がその時々の気になったテーマで
多摩・島しょ地域の隠れた魅力をレポートしてくれるみたいですよ。
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三鷹市2

武蔵野市1

オール東京６２市区町村共同事業

みどり東京・温暖化防止プロジェクト

　本プロジェクトでは、自然環境保護及び地球温暖化防止についての普及・
啓発を目的とする市区町村の自主事業に対する助成を行っています。本助成
を活用して多摩・島しょ地域の自治体で実施された取組を紹介します。

市 町 村 の 取 組 紹 介

　三鷹市では、地球温暖化防止に向けて、新エネルギー・省エネルギー設
備の普及を進めるため、太陽光発電設備等の設置費の一部を助成する事業
を実施しています。
　多くの市民や事業者の皆様がこの助成事業を利用して、太陽光発電設備等
を設置したことで、2020 年 3 月までの累積発電量は約 3,600 万 kWhとなり、
16,863ｔの二酸化炭素を削減することができました。
　近年は、災害時の電力供給の確保等を目的に蓄電池を導入する方も多く、
気候変動に対する市民の意識向上に繋がっています。

【問合せ先】 三鷹市　環境政策課　TEL 0422-45-1151

　日の出町では、ひのでごみ０
ゼロ

０
ゼロ

大作戦 21 推進協力会委員を中心に、町内
の自治会、PTA、福祉施設で資源集団回収事業を行っています。
　多摩地域ごみ実態調査によると、集団回収量の一人当たりの量では日の出
町が 1 位をキープし続けています。これは、自治会、PTA を中心に子どもの
頃から資源集団回収に携わり、事業を通じてリサイクルが自然と身につく環境
が整っている成果です。資源集団回収事業からごみ減量を考え、地球温暖
化防止に取り組む土壌も育まれています。
　本年度はコロナ禍で人数や回数を絞り工夫して事業を行っていますが、今
後も町民の皆様と協力しごみの減量を推進していきます。めざせ！ごみゼロ！

【問合せ先】 日の出町　生活安全安心課　TEL 042-588-5068

　武蔵野市では、環境に配慮した行動、暮らしについて、来場者やイベント出展
者などがともに考えるイベント「むさしの環境フェスタ」を実施しています。
　今年度は、屋外会場を設けないオンラインイベントとして、2020 年 11 月 8 日か
ら 2021 年 3 月 31 日まで実施・配信しています。市民団体や事業者が行う環境
に関する取組の紹介から、参加型アートイベントや環境に関するクイズなど、楽し
みながら環境について学べるコンテンツを用意しました。
　また、2020年11月8日に環境啓発施設「むさしのエコreゾート」が開館しました！

【問合せ先】 武蔵野市　環境政策課　TEL 0422-60-1841

かれんとシーナは、みど
り東京・温暖化防止プロ
ジェクトのイメージキャラ
クターです。

日の出町3 資源集団回収推進事業

かれん

武蔵野市Tama

三鷹市Tama

日の出町

Tama

シーナ

新エネルギー・省エネルギー設備設置助成

むさしの環境フェスタ
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多摩交流センターだより

日時 講義テーマ 教授 教場

2月4日（木）
14：00から

太平洋諸国の現状
―気候変動と中国に翻弄される島嶼国―

中西　武美　氏
 (元ジェトロ職員・元太平洋学会会員)

小金井市市民会館「萌え木ホール」
(JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分　小金井商工会館3F)

2月11日(木）
14：00から

プラスチックと環境問題
―今、私たちができること―

国眼　孝雄　氏
(東京農工大学名誉教授)

小金井市市民会館「萌え木ホール」
(JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分　小金井商工会館3F)

2月18日(木）
14：00から 絵本の楽しみから語りの楽しみへ

高野　正美　氏
(読人・語り手・元劇団主催者・

児童文学同人「メルヘン21」会員)

小金井市市民会館「萌え木ホール」
(JR武蔵小金井駅南口　徒歩7分　小金井商工会館3F)

2月25日(木）
14：00から 天平の仏、万葉の心 星野　信夫　氏

(国分寺市観光協会会長・前国分寺市長)
未定

☆申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。問合せ先　TEL 042-465-3741（浅田） TEL 0422-52-0908（菅原）

（受講料は会員無料・会員外は1回につき500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学D
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2 0 2 1 年 2 月 講 義 案 内

〇　2021（令和３）年あけましておめでとうございま
す。

　　今年は例年と異なり、故郷への帰省を控え、お正月
を迎えているご家庭も多いのではないでしょうか。

〇　昨年は、新型コロナウイルス感染症に振り回された
一年でした。思えば2001年にはアメリカ同時多発テ
ロが、また、2011年には東日本大震災が起こりまし
た。私たちはおよそ10年毎に思いもよらぬ大きな出来
事に遭遇しています。

　　新型コロナウイルスについては、世界の専門家によ
れば、安全で有効なワクチンが供給され、特効薬の効
果が上がれば、早くて今年の後半から来年にかけて収
束していく可能性が高くなるという見解が出されてい
ます。

　　今年は仕切り直しの東京オリンピックイヤーなの
で、なんとか無事に世紀のスポーツイベントが開催さ
れることを祈念したいと思います。

〇　また、本年は衆議院議員や東京都議会議員の選挙が
あります。日本全体や東京の未来を選択する機会が目
白押しの年でもあります。

　　多摩・島しょ地域の各市町村の将来にも大きく関わ
りがあるので、しっかりと考えて投票し、より良い社

会の形成に道筋をつけたいと思います。
〇　今日、社会も大きく変化を遂げる様相を呈していま

す。リモ－トワーク、認印のいらない電子決裁、デジ
タルトランスフォーメーション（DX）の加速など。こ
れまでに誰も経験したことのない社会が急速に進んで
います。

 　『災い転じて福となす』の言葉のとおり、コロナ
（「災い」）を克服して、新たな技術などにより様々
なイノベーションが生まれ（「転じて」）、希望に満
ちた社会となる（「福となす」）よう力を合わせてい
きたいと思います。

〇　当調査会は、今年で設立35年目を迎えます。
　　東京市町村のシンクタンクとして社会の変化をいち

早く察知し、調査研究やシンポジウム、市町村共同事
業、広域的市民活動支援など様々な事業を通じて多
摩・島しょ地域のお役に立てるよう努
めて参ります。

　　本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。 （M.N）

編 集 後 記

☆ 多摩交流センターは、広域的市民ネットワーク活動の支援、多摩地域市民交流の場の提供等
　 を目的として活動しています。

府中駅
→宿新至子王八至←

大國魂神社↓

甲州街道（国道２０号線）

武蔵府中
郵便局

寿町一丁目交差点

府中駅北第２庁舎６F

り
通
木
並
き
や
け

多摩交流
センター

ビル

※駐車場はありません

銀行

（公財）東京市町村自治調査会　多摩交流センター
〒183-0056 府中市寿町1-5-1 府中駅北第2庁舎6F
TEL 042-335-0100　FAX 042-335-0127
ホームページ　https://www.tama-100.or.jp （当調査会ホームページ内にコンテンツがあります）

「多摩交流センターだより」の問合せ先

多摩交流センターだより

※受講の際は、必ずマスク着用のこと！



 

再生紙を利用しています。

【発行日】2021年1月1日　　【発行】公益財団法人　東京市町村自治調査会　　【責任者】小暮 実

〒183-0052　東京都府中市新町2-77-1 東京自治会館4F　TEL 042-382-0068 

ホームページ　https://www.tama-100.or.jp（本紙のバックナンバーをご覧いただけます。）

とっておきフォトスポット
Photogenic tama & tolsho

あきる野市第36回 

きれいな景色やおもしろいものをみつけたら、写真を撮りたくなるよね。
今回はわたげのボクが「金比羅公園」と「山抱きの大樫」を紹介するよ。

　

写真を撮るときは、周囲の状況をよく確認し、柵を越えたり立ち
入り禁止区域に入るなど、マナー違反にならないようにね！

撮影のPOINT !撮影のPOINT !

　低山ハイクとして人気の金比羅山に登る途中にある公園だよ。公園
からは、市街はもちろん都心までもが一望できるよ。空気が澄んでいる
と、東京スカイツリーがみえることも。
　武蔵五日市駅から１時間で登れるので、気軽に楽しめるよ。公園には
ベンチもあるので、お弁当を持ってピクニックにでかけてみては。

金比羅公園
＠WATAGE

　武蔵五日市駅から1時間ほど、深沢地区を奥に進むと樹齢300年以上
といわれる樫の大木が見えてくるよ。
　大きな石灰岩の上に力強く根を張った生命力あふれる姿から、パ
ワースポットとして知られているんだ。木々の緑に囲まれた中での深呼
吸はとても贅沢な時間でおすすめだよ。

山抱きの大樫
＠WATAGE

・�展望台からは視界がひらけているので、秋留台地の地形を広く写
真に収められるよ。
・冬は空気が澄んでいるので、都心まで見えることが多いよ。

・�大樫を下から見上げるように撮影すると、迫力ある姿を写真に収
められるよ。
・�６月から７月には、近くの「南沢あじさい山」もおすすめ。約１万株
のあじさいは圧巻なんだって。

[現地案内]
◆石舟橋（表紙写真）
　ＪR五日市線　武蔵五日市駅より西東京バス15分 十里木下車
◆金比羅公園
　ＪR五日市線　武蔵五日市駅から徒歩１時間
◆山抱きの大樫
　ＪR五日市線　武蔵五日市駅から徒歩1時間

[情報・写真提供]
あきる野市　観光まちづくり推進課

本紙の記事内容や、多摩・島しょ地域に関して取り上げてほしい内
容に関するご意見・ご要望は、右記ホームページの問合せフォー
ムにお寄せください。 問合せフォーム▶

あきる野市役所
五日市出張所

JR武蔵五日市駅

十里木

金比羅公園

南沢あじさい山

石舟橋

山抱きの大樫

檜原街
道

秋川


