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　市域のほぼ中央を東西に走る街道が
あります。古地図にも現れる「横山道」
です（旧田無市域では「フラワー通り」、
旧東大農場を抜けた先では「鎌倉街道」
と呼ばれています）。「横山道」の名は、
八王子に存在していた中世武士団の一
つ「横山党」に由来しているとも考えら
れています。
　この街道が通る谷戸の地域は、その
名が示す通り、白子川の源流の谷頭の
一つで、水が比較的豊か（地下水も浅
い）だったため、市内でも初期の集落
ができた地域の一つです。現在郷土資
料室に展示されている、
横山道周辺から見つかっ
たとされる板碑（石で作っ
た卒

そ

塔
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婆
ば

のようなもの）
には「延

えん

慶
ぎょう

」（1308～1310）
の年号が刻まれており、
市域では最も古い文字資

料です。この地域
はかつて「四

し

軒
けん

寺
でら

」
とも呼ばれ、社寺
が集中しています。
その中の如意輪寺
の境内には「和
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楽
らく

地
じ

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

立
りゅう

像
ぞう

」を

祭る祠と保谷を中心としたア
ジア太平洋戦争の戦没者の名が記
された碑があります。田無の總持
寺山門前にある平和観音像と併せ、戦
後70年を迎える今年、訪れたいスポッ
トの一つです。
　また、かつてはこの街道沿いに大き
な塚がありました。新たに開通した調
布保谷線の西東京下保谷トンネルがそ
の場所に当たり、解説板がかつての姿
を伝えています。「南

みなみ

入
いり

経
きょう

塚
づか

」と呼ばれ
ていたその塚は、下保谷村と上保谷村
の村境に作られ、下保谷村が日蓮宗に
改宗した際に経典を埋めた「経塚」では
ないかとされていました。しかし発掘
調査などでも経典
は発見されず、そ
の規模の大きさな
どからも、村や宗
教の境を示す「境
塚」なのではない
かと考えられてい
ます。塚に建立さ
れていた３基の石
碑は現在、福泉寺に安置されています。
　暑い盛りですが、社寺には豊かな緑
もあります。商店街などものぞきながら、
古道の散策にぜひお出掛けください。

◆社会教育課o（p042－438－4079）
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

地域デビュー シリーズ第３弾
ようこそ！「小さな文化祭」へ
８月29日㈯  午前10時～正午
イングビル
　市内を拠点に文化・芸術分野で活躍
している団体が、活動の様子などをお
話しします。
d市内在住・在勤・在学の方
e25人（申込順）
i８月22日㈯までに、電話・ファクス・
Eメールで、住所・氏名（ふりがな）・
電話番号を添えて、jの「小さな文化
祭」係へ
j市民協働推進センター
（p042－497－6950・l042－
497－6951・myumecollabo@ktd.
biglobe.ne.jp）
◆協働コミュニティ課o
（p042－438－4046）

議場コンサート（弦楽四重奏）

８月31日㈪  午前10時
田無庁舎３階
□曲目　アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク第１楽章、弦楽四重奏曲「アメ
リカ」第１楽章ほか（予定）
e100人（先着順）
i当日午前９時から、議会事務局（田
無庁舎３階）で整理券を配布
※未就学児は入場不可
※録音・撮影禁止
◆議会事務局n
（p042－460－9860）

松本徹さん講演会
絵本の底ぢから
９月５日㈯  午前10時～正午
柳沢公民館　※当日、直接会場へ
　福音館書店で、子どもの本づくりに
携わって約30年。「絵本の持つ力」に
ついてお話しします。
e80人（先着順）
□共催　子どもの読書勉強会
◆柳沢図書館
（p042－464－8240）

市民体力テスト
～自身の体力チェックを！～
９月６日㈰  受付：午前９時30分～
11時30分・午後１時30分～３時30分
きらっと　※当日、直接会場へ
　自分の体力を知り、健康維持や体力
づくりに役立てましょう。
□種目　握力・上体起こし・長座体前
屈・開眼片足立ち・10ｍ障害物歩行・
６分間歩行・20ｍシャトルラン・立
ち幅跳び・反復横跳び
※年齢により測定種目が異なります。
※体力テストを受けた方は、骨密度と
血管年齢の測定が受けられます（測定
は午前・午後の各先着100人）。
d市内在住･在勤･在学の小学生以上
h室内用運動靴（必須）・運動ができ
る服装・タオル・飲み物など

◆スポーツ振興課o
（p042－438－4081）

沿線３市連携事業
我が家の子育てパパ次第
９月13日㈰ 午後１時30分～３時
30分
住吉会館ルピナス

　「パパとしてどのように子どもと向
き合えばいいの？」そんな疑問に対し、
パパならではの子育て法を楽しく・分
かりやすくお伝えします。
e40人　※保育あり：生後６カ月以
上の未就学児・15人（申込順）
f小崎恭弘さん（ファザーリング・ジャ
パン関西）
i８月17日㈪午前９時から、電話ま
たはEメールで下記へ
◆男女平等推進センター（p042－
439－0075・mkyoudou@city.
nishitokyo.lg.jp）
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人口と世帯
総人口 19万8,855人
（32増）
平成27年８月1日現在　※（　）は先月比

●住民登録 〈うち外国人住民〉
人口／19万8,855人（32増） 人口／3,354人
男 ／ 9万7,184人（14増） 男 ／1,607人
女 ／10万1,671人（18増） 女 ／1,747人
世帯／  9万3,353 （47増） 世帯／1,855

　奥武蔵の山林で、間伐の林業体験・
箸づくりなどの木工・薪割りなどを楽
しみながら、森林の大切さを学びます。
森林浴を兼ねて出掛けませんか。
d市内在住・在勤・在学の16歳以上
e15人（申込順）
g交通費
h野外活動に適した服装と靴・軍手・
雨具・昼食・飲み物・筆記用具
i８月19日㈬午前９時から、電話・
ファクス・Eメールで、住所・氏名・
年齢・電話番号を添えてjへ
jエコプラザ西東京（p042－421－
8585・l042－ 421－ 8586・
mecoplaza@city.nishitokyo.lg.jp）
※電話受付：午前９時～午後５時
◆環境保全課
（p042－438－4042）

身近な自然～雑木林の魅力～

10月３日㈯  午後１時30分～４時
西東京市民会館
　自然科学番組「ニッポンの里山」のプ
ロデューサーが、番組制作の意図や美
しい風景との出会いの魅力に加え、街

の身近な緑としての「西原自然公園」を
“里山”の視点からお話しします。
　併せて、西原自然公園を育成する会
が市民の協力を得て制作したアニメ映
画「さくらとサクリン～雑木林のひみ
つ～」を上映します。
　豊かな里山の自然との触れ合いのひ
と時をお過ごしください。
e70人（申込順）
f小野泰洋さん（NHKテレビ番組「ニッポ
ンの里山」エグゼクティブプロデュー
サー）
i９月30日㈬までに、電話で下記へ
□共催　西原自然公園を育成する会
◆みどり公園課o
（p042－438－4045）

においストレスのない家に！
～においのメカニズムを徹底解剖～
10月６日㈫  午前10時
消費者センター分館
　住まいの気になるにおいを実験を交
えて体感してみませんか。原因・対策
も紹介します。
e24人（申込多数の場合は抽選）
i８月31日㈪（必着）までに、往復は
がき・ファクス・Eメールで、件名「に
おいストレスのない家」・住所・氏名・
電話番号・ファクス番号（ファクスの
場合）を明記し、〒202－8555市役
所協働コミュニティ課へ
◆協働コミュニティ課o（p042－438
－4046・l042－438－2021・
mkyoudou@city.nishitokyo.lg.jp）

イベント NEWS もっと知ろう！ 楽しもう！

市内の情報をお届けします

街道を行く編大好きです

西東京
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多摩六都科学館ナビ

　愛と美の女神ビーナスに例えられる
金星は、いまだに謎多き惑星です。プ
ラネタリウムでビーナスの素顔に迫り
ます。星空解説とともにお楽しみくだ
さい。
a９月５日㈯～11月１日㈰
平日（水曜日を除く）：午後３時50分、
水・土・日曜日、祝日：午後１時10分・
３時50分
e各回234人（先着順）
g観覧付入館券　大人1,000円・
４歳～高校生400円
j多摩六都科学館（p042－469－
6100）　※月曜日は休館

生解説プラネタリウム
ミステリアス ビーナス（金星）

林業体験
～木に触れ、森を育てる～
９月19日㈯ 午前９時30分～午後３
時　※雨天時：20日㈰
西川・森の市場（飯能市）
集合：午前９時10分に西武池袋線武蔵
横手駅改札前

長座体前屈

和楽地蔵菩薩立像

「延慶」が
刻まれた板碑

塚に立っていた石碑
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