多摩地域は 区のお隣︒でも︑都心からほ

23区にはない
豊かな自然と恵み、
そして心のふるさと

常を楽しむスポットがいっぱいだ︒

えする厳かな山や陵︒多摩の散歩道は︑非日

伝える建造物︑そして身が引き締まる思いさ

多摩の恵みを味わえるレストラン︑歴史を

う気分でリフレッシュできるのだ︒

間に身を置くだけで︑いつもとはまったく違

然をいっそう魅力的にしてくれる︒こんな空

化に富む地形がつくり出す景観は︑多摩の自

多摩丘陵︑狭山丘陵︑武蔵野台地など︑変

え︑多摩の豊かな自然を実感できる︒

緑がどんどん増えてくる︒やがて山並みも見

おもしろい︒車窓から高層ビルが姿を消し︑

んの少し電車に乗るだけで風景が変わるのが
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多摩で
非日常を歩く

［東京都］

特別
編集
TAKE FREE

多摩の魅力発信プロ
ジェクトのマスコット
キャラクター「たま
らんにゃ〜」
。

湧水がせせらぎをつくるお鷹の道。深い緑も気持ちがよい。

自然
水と緑と里山⁝⁝
多摩の自然に
東京再発見

湧水がつくる清流沿いの道
緑陰のカフェでひと休み

「史跡の駅おたカフェ」では弁当を
持ち込んで休憩することもできる。

八国山緑地の自然を解説し︑近くの下宅部遺跡の出土
品を展示する八国たいけんの里が隣接する︒

「日本の滝百選」
に名を連ねる名瀑

払沢の滝［檜原村］
北秋川支流のセト沢にある 4 段の滝。上部は樹木に覆われているため全
容は見えないが、全段では落差 60 ｍ、奥行き 50 ｍある。滝壺の近くから
見られる最下段は落差 26 ｍあり、周囲にマイナスイオンいっぱいの水しぶ
きがあがる。8 月 22 日・23 日の払沢の滝ふるさと夏まつりでは、ライトアッ
プが行われ、近くの檜原小学校では郷土芸能や花火、露店などでにぎわう。
● JR 五日市線武蔵五日市駅から「数馬」方面行き西東京バス 25 分の「払沢
の滝入口」下車 15 分。檜原村本宿 ☎ 042･598･0069（檜原村観光協会）
滝壺には大蛇がすんでいたという
伝説も残る︒冬の氷瀑も有名︒

周囲８つの国を望んだ景勝地

八国山緑地［東村山市］
狭山丘陵の東端にあり、緑地全体がコナラやクヌギなどの雑木林になって
いる。東西 1.9㎞に連なる尾根道は、起伏もなだらかなので歩きやすく、野
鳥や昆虫、山野草の種類も多い。鎌倉時代の古戦場でもあり、山頂には新田
義貞の武蔵野征討を偲ぶ将軍塚が立つ。八国山という名は、上野、下野、常陸、
安房、相模、駿河、信濃、甲斐の 8 カ国の山々を眺望できたことに由来する。
●西武西武園線西武園駅下車徒歩 5 分。東村山市諏訪町 2・3 丁目、多摩湖町
4 丁目 ☎ 042･393･0154（狭山公園パークセンター）
雑木林の中に通じる散策路は起伏
も少ないので歩きやすい︒

岸たんぼ︵水田︶では年間を通じ
て田んぼイベントが行われている︒

広大な田んぼが広がる
懐かしい里山風景

野山北・六道山公園

［瑞穂町］

都立で最大の都市公園。狭山自然公園の西端に
あり、雑木林と谷戸が連なる豊かな自然が広がる。
ハイキング、昆虫採取、野鳥観察、アスレチック
など遊び方は自由自在。里山体験エリアには、茅
葺き屋根の民家をはじめ、田んぼや小川、ため池

武蔵野の自然と
用水のせせらぎ

などがあり、懐かしい里山風景が広がる。
● JR 八高線箱根ケ崎駅東口徒歩 30 分、または JR
中央線立川駅北口から「箱根ケ崎駅東口」行き立川
バス 30 分の「峰」下車 10 分。瑞穂町大字石畑・
武蔵村山市三ツ木ほか☎ 042･531･2325（イン
フォメーションセンター )

野火止用水［小平市］
野開発のために造った水路で、玉川上水の分水の
一つ。小平から野火止（埼玉県新座市 ) までの約
25㎞続いている。暗渠になったところもあるが、

水辺があるから野鳥や昆虫、そし
てタヌキなどの動物も生息する。

八坂駅に近い天王橋から野火止橋にかけては、水
木立に包まれた尾根沿いの道には、多摩
ニュータウンを望む展望広場もある。

と緑をテーマにした九道の辻公園、明治学院ライ
散策が楽しい。
シャワー館、
野火止緑地などもあり、
●西武多摩湖線八坂駅下車徒歩 3 分。小平市中島町・
栄町・小川東町 ☎ 042･341･1211（小平市秘書
広報課）
木々に包まれた清流︒のぞき込め
ば魚が泳いでいるのも見える︒

多摩ニュータウンを望む万葉の古道

多摩よこやまの道［多摩市］
『万葉集』で「多摩の横山」と詠われた多摩丘陵の尾根道で、古代より武
蔵野と西国を結ぶ交通の要衝であった。尾根の自然が残る全長約 10㎞の遊
歩道には、江戸時代の石仏群や万葉集の歌碑、江戸時代の古民家「旧有山家
住宅」などもあり、
歴史が偲ばれる。長い道なので京王相模原線若葉台駅（徒
歩 20 分）
、京王相模原線・小田急多摩線多摩センター駅（徒歩 30 分）など
さまざまなところからアプローチできるが、唐木田駅が一番わかりやすい。
●小田急多摩線唐木田駅徒歩 10 分。☎ 042･338･6867（多摩市市民経済部
経済観光課）

広大な樹林は
東大の研究施設

田無演習林［西東京市］
正式名称は「東京大学大学院農学生命科学研究
科附属演習林田無演習林」
。武蔵野の自然が残る
敷地内には、各種見本林をはじめ、針葉樹70種、
広葉樹230種を植えた樹木園、ポプラやメタセコ
イヤの試験林などがあり、総面積9.1万㎡の3分の
2を樹林が占める。隣接する東大農場では、8月
12日〜28日の火〜金にひまわり畑を公開。
●西武新宿線田無駅北口徒歩 15 分。9 時〜 16 時
30 分、土 ･ 日 ･ 祝休。入園無料。西東京市緑町
1-1-8 ☎ 042･461･1528
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散歩の達人

樹林に包まれた散策路。まるで山
の中に迷い込んだよう。

事務室や研究室、実験室がある田無試
験地庁舎。ここが田無演習林の要。

開放的な空間で
多摩の美味に
舌鼓！

長く製麺所を営んできた比留間み
つさんは︑現店主のおかあさん︒
２代目店主が打つ極太うどんは
人前２玉︑３００ｇ ︒
1

グルメ
＆カ
フェ

つけ麺で味わう
極太の武蔵野うどん

店主の比留間良幸さんは、国内産 100％の小
麦粉をブレンドし、粘りが強くコシの強いうどん
を打つ。うどんの風味が際立つ、という考えから
つけ麺にこだわる。人気の肉汁うどん 730 円は、
かつお節やさば節、いりこなどの出汁でとった辛
口つゆに、豚バラ肉の脂が旨みを増幅させる。

茹でた小松菜がのるのは武蔵野うどんの
定番。季節替わりのうどんもある。

● JR 中央線立川駅北口から「箱根ケ崎駅東口」行
き立川バス 25 分の「長円寺」下車 1 分。11 時〜
15 時（金・土は 18 時〜 21 時も営業）
、
月 ･ 第 3 火休。
武蔵村山市三ツ木 1-12-10 ☎ 042･560･3559

田植え︑実り︑刈り取り⁝⁝︒窓の外
の田んぼは四季の移ろいを映す︒

満月うどん

［武蔵村山市］

店は秋川渓谷に近く︑木立に包ま
れた自然豊かな環境にある︒

窓を開ければ田んぼ、
のどかな風景が広がる

のんびりカフェ
中車水車小屋

［羽村市］

目の前には田んぼと用水路が広がり、店の裏に
は水車も回っている。耳を澄ませばカエルの鳴き
声も聞こえるのどかな光景だ。おまかせランチは
日替わりで、国産の牛すじや瀬戸内海の小エビな
どを使った無添加カレーや、オリジナルの甘辛だ
れが味のアクセントになっている漬け丼など。野
菜スープとコーヒー付き 1100 円。
● JR 青梅線羽村駅西口徒歩 20 分。11 時 30 分〜
16 時、木・不定休。羽村市羽中 4-17-6
☎ 042･555･9514

多摩の山里の食材を
野趣あふれる料理で

瀬戸内海の小エビのカレーはランチメニュー。カフェタイ
ムには、あんみつやもなかアイスなどのスイーツも味わえ
る。2 階は貸しスペースになっていて各種イベントを開催。
川魚や山の幸などを使った川コー
スは、あきる野の自然を感じる。

黒茶屋

［あきる野市］
250 年前の庄屋屋敷を移築した母屋を中心に建
てられた店は、店名にあるように柱や鴨居、調度
品が黒茶色に化し、歴史を感じさせる。山里料理
と炭火焼（9 月 7 日までは休）
、朴葉焼きが看板
のコース料理が中心。川コース 5346 円は、若鶏
の朴葉焼や鮎塩焼、山里料理などが付く。
● JR 五日市線武蔵五日市駅から「檜原」方面行き西
東京バス 7 分の「西小中野」下車 2 分。11 時〜 20
時 LO、火休（祝は営業。4・5・8・10・11・12 月は
無休）
。あきる野市小中野 167 ☎ 042･596･0129

4

-

シュトゥーベン・オータマ

［福生市］

東京産のブランド豚「TOKYO-X」は、柔らかな
霜降り肉で、ジューシーな味わいが特徴。長さ 16
㎝（国道 16 号）
、太さ 23㎜（ふっさ）と、通常の
4倍もあるTOKYO-XソーセージとTOKYO-Xベー
コンをサンドした「TOKYO-X 福生ドッグ」496 円。
● JR 青梅線福生駅東口徒歩 3 分。11 時 30 分〜
14 時（土 ･ 日 ･ 祝は〜 15 時）
・17 時 30 分〜 21
時 30 分（売店は 10 時〜 21 時 30 分、曜日によ
り異なる）
、火休（売店は無休）
。福生市福生 785
☎ 042･551･1325
オレンジ色の外壁と三角屋根
が目印︒大多摩ハムの直営店
で︑ハム・ソーセージの売店
も併設する︒

釣った魚は１尾３００円で買い上げる︒
釣っ
渓流釣りは３０００円︒
た魚をバーベキューで楽しむこともできる︒

﹁ＴＯＫＹＯ Ｘステーキ﹂1620 円︵写真奥︶
︒サラダ・パン・デザート
付きのセットは 2700 円︒入荷が少ないので１週間前の予約がおすすめ︒

ハムメーカー直営の
肉料理レストラン

トタン屋根の風景を
眺めるテラス席

カフェ・モスクワ

［武蔵野市］

名物はニジマスと
東京しゃも料理

ハーモニカ横丁にあるダイニングバー。ちょい飲
みなら1 階、仲間と飲むなら 2 階、のんびり過ごす
なら目の前に横丁のトタン屋根が広がる 3 階テラス
席へ。14 時 30 分（日・祝は〜 15 時）までは和食
中心のランチビュッフェ 1080 円、以降 17 時まで
はカフェ、17 時からは牛モツ赤ワイン煮 735 円な
どの料理やワイン 500 円〜を楽しむバーとなる。

さかな園

［日の出町］

平井川の渓流を利用してニジマスの釣りやつか
み捕りが楽しめる管理釣り場。食堂の名物は、こ
こで育てたニジマスの塩焼き 450 円と、東京しゃ

● JR 中央線・京王井の頭線吉祥寺駅北口徒歩 1 分。
11 時 30 分〜 24 時、無休。武蔵野市吉祥寺本町
1-1-9 ☎ 0422･23･5865

もを使ったしゃも肉うどん・そば 870 円。日の
出町特産のトマトをペースト状にしてうどんに練
り込んだざるうどん（赤）580 円もある。
● JR 五日市線武蔵五日市駅から「つるつる温泉」
行き西東京バス 12 分の「稲村石」下車 5 分。9 時
〜 16 時 30 分（釣りは〜 16 時）
、火休。日の出町
大久野 3882 ☎ 042･597･4911

細い階段を上ると空が見
える３階（屋上）のテラ
ス席がある。

カフェタイムにはガトーショコラ
454 円とコーヒー 432 円を。

イギリス式庭園で
菓子と紅茶を楽しむ

クレアホーム＆ガーデン

［日野市］
イギリスのアフタヌーンティーには欠かせないイングリッシュスコーン（レーズン入り）486 円は、クロテッドクリーム
とジャムを添えて。建物は店主が 1 年がかりで建てたというから驚き。愛犬、お孫さんと一緒に奥様の山崎和子さん。

チュダー様式の建物と、草花や果樹、野菜など
を植えた庭が印象的。店内には輸入雑貨や店主手
作りの家具、ガーデニング用品など、こだわりを
感じる品々が並ぶ。庭を眺めながら自家製スコー
ンや自家製ケーキと飲み物のセット 756 円〜で過
ごせば、ちょっと優雅な気分。イギリスの家庭料
理であるシェパードパイ1296円〜は奥様の自信作。
●多摩都市モノレール甲州街道駅徒歩 8 分。10 時
〜 18 時、日 ･ 月休。日野市日野本町 7-10-6
☎ 042･582･1313

厳かな
空間

伝統行事や山岳信仰、
そして……

御師が住む神の山
天空に集落が出現

御岳山の山上集落

［青梅市］

建造物を巡り、歴史に触れる

歴史的建造物の学舎
公開日が楽しみ

自由学園

［東久留米市］

武蔵御嶽神社の参道を歩くと、木立に
包まれた山上集落が現れる。御師と呼ば

ジャーナリストの羽仁吉一・もと子
夫妻によって大正 10 年（1921）に創立。

れる神職の家々で、江戸時代から犬神様

校舎は、世界的な建築家であるフランク・

を祀る武蔵御嶽神社や安産祈願の産安社
など、御岳詣での人たちを迎える宿坊と
して利用されてきた。● JR 青梅線御嶽駅

ロイド・ライトの弟子である遠藤新、遠
藤楽父子が設計したものが多数あり、5
棟が東京都選定歴史的建造物。普段は見

から西東京バス、御岳登山鉄道ケーブル
カーを乗り継ぎ御岳山駅まで約 25 分。さ
らに武蔵御嶽神社まで徒歩 25 分。青梅市

学できないが、
9 月 20 日（日）の南沢フェ
スティバルでは一般公開される。●西武
池袋線ひばりヶ丘駅南口徒歩 10 分。東久

御岳山 ☎0428･78･8500
（武蔵御嶽神社）

留米市学園町 1-8-15 ☎ 042･428･2122

夏でもひんやりする
自然の洞窟

江戸から昭和の
建物の変遷を知る

日原鍾乳洞

［奥多摩町］

江戸東京たてもの園

［小金井市］

関東最大規模の鍾乳洞で、新宮洞と新
洞の約 800 ｍが見学できる。悠久の歳月
が創り出した鍾乳石は山岳信仰の対象に
もなっていた。● JR 青梅線奥多摩駅か

江戸時代から昭和初期までの30棟の復
元建造物が立ち並ぶ。2･26事件の現場に
なった高橋是清邸、江戸時代の農家、銭
湯の子宝湯など貴重な建物が多い。●JR

ら「日原鍾乳洞」行き西東京バス 31 分
の終点下車 5 分（日 ･ 祝は「東日原」行
き27分の終点下車25分）
。
8時〜17時
（12

中央線武蔵小金井駅北口から「滝山営業
所」行きなど西武バス10分の「小金井公
園西口」
下車5分。9時30分〜17時30分
（10

〜 3 月は 8 時 30 分〜 16 時 30 分）
、無休。
入場 700 円。奥多摩町日原 1052
☎ 0428･83･8491

月〜3月は〜16時30分）
、月（祝の場合は
翌日）休。入園400円。小金井市桜町3-71 都立小金井公園内 ☎042･388･3300

蛇に触れると
病気をしない

外交官の旧宅は
昭和モダンな建物

蛇より行事（妙見寺）

［稲城市］

旧白洲邸 武相荘

［町田市］

毎年 8 月 7 日に行われる伝統行事で東
京都指定文化財。当日の朝、北斗七星に

戦後、外交官として活躍した白洲次郎
と正子夫婦の旧邸宅。茅葺き屋根の母屋・

なぞらえた 7 名の当番が、妙見寺に隣接
する茅場でカヤを刈り、200 〜 300 の小
束を作る。この小束を撚って長さ 100 ｍ
にも及ぶ蛇を作る。蛇は妙見尊山頂に向
けて担ぎ出し、妙見寺住職の魂入れが行
われる。●京王線稲城駅下車徒歩 4 分。
境内自由。稲城市百村 1588
☎ 042･377･6324（妙見寺）

納屋などが公開され、書斎や居間、家具、
持ち物、写真類、調度品、農機具などが
展示されている。関連書籍や記念品の売
店、レストラン＆カフェも併設。●小田
急線鶴川駅北口徒歩 15 分。10 時〜 17
時、月・8 月 24 日〜 28 日休（祝は開館）
。
入館 1050 円（小学生以下入館不可）
。町
田市能ヶ谷 7-3-2 ☎ 042･735･5732

凜とした雰囲気の
天皇陵に参拝する

湖から顔を出す
日本一美しい取水塔

武蔵陵墓地

［八王子市］

一般に多摩御陵と呼ばれるが、多摩陵
（大正天皇）と多摩東陵（貞明皇后）
、武
蔵野陵（昭和天皇、写真）と武蔵野東陵
（香淳皇后）の 4 陵がある。陵の形は上部
3 段・下部 3 段の上円下方墳。参道には
ケヤキ並木、陵墓地内には北山杉が植え
られ、荘厳な雰囲気が感じられる。● JR
中央線・京王高尾線高尾駅北口徒歩 15 分。
9 時〜 16 時（参入は〜 15 時 30 分）
、
無休。
八王子市長房町 1833 ☎ 042･661･0023
取材・文・撮影＝塙 広明

建築

多摩湖取水塔

［東大和市］

多摩湖（村山貯水池）第一取水塔は、
大正 14 年（1925）に建設されたネオ・
ルネサンス様式。レンガ造りの円筒形で、
丸いドーム状の屋根が印象的。取水塔は
土木学会の「日本の近代土木遺産 現存
する重要な土木構造物 2000 選」にも選
定されている。●西武多摩湖線・西武山
口線西武遊園地駅下車徒歩 15 分。東大
和市多摩湖町 ☎ 042･563･2111（東大
和市産業振興課商工観光係）

※このパンフレットは月刊『散歩の達人』2015年8月号の記事を抜粋した特別版です。
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妖怪ごとに異なる
味も楽しみたい

キウイの香りはじける
辛口ワイン

妖怪焼き

三鷹キウイワイン

［調布市］

［三鷹市］

あの人気有名
洋菓子店の姉妹店

国立バウム

［国立市］

清瀬特産の
みずみずしい甘み

きよせにんじんジャム

［清瀬市］

水木しげる氏ゆかりの調布にある
『ベーカリーカフェふぁんふぁ〜れ』
では、おなじみの妖怪が勢ぞろい！ 一

市内農家が栽培したキウイフルーツ
で醸造した爽やかなワイン。宮崎駿氏

番人気の「鬼太郎」は目玉おやじ代わ

クター「Poki」が描かれたラベルも

りの白玉入り粒あん味。全6種各160円
〜。●京王線調布駅広場口徒歩8分。9

キュート。市内酒屋22店舗、JA東京
むさし三鷹緑化センターで約8000本

時〜18時（土は〜17時）
（妖怪焼きは

限定販売。白･ロゼ各1337円、にごり

国立駅南口徒歩5分。10時〜19時、水・

のソースにも使える優れものだ。清瀬

10時30分〜）
、日休･土不定休。調布市

1646円（すべて720㎖）
。

月1不定休。国立市東1-17-7コスモ国

小島町1-22-7 ☎042･490･8637

●☎0422･31･7245
（上州屋 山本商店）

立1F ☎042･505･5959

市を中心に約40店舗で販売。195g432
円。●☎042･491･6648（清瀬商工会）

がデザインを手がけた三鷹市のキャラ

焼き菓子に特化した『キッチンバウ
ム』の一番人気商品。小麦粉に米粉や
タピオカ粉を加え、しっとりもちもち。

東京一のニンジン生産量を誇る清瀬
市で、ニンジン嫌いの子どものために、
2003年に商品化した無添加・低カロ

発酵バターや卵、ラムも贅沢に用い風
味 も 豊 か。 小（ 厚 さ4cm）1490円、

リーのジャム。リンゴ、レモン果汁が

大（厚さ8cm）2678円。●JR中央線

ーストやヨーグルトはもちろん、料理

加えられ、やさしい甘みが広がる。ト

知る人ぞ知る

多摩のご当地みやげ
地元、多摩を愛する人々が、特産物を用いたり、
キャラクター、気候風土にインスパイアされ作り上げた品々が勢ぞろい。
口にすれば豊かな味や香りが広がって、
タマげるに違いない！
取材・文＝佐藤さゆり
（teamまめ）

立川産純生
ハチミツがたっぷり

昭島出土の
化石がモチーフ

立川ロール

夢くじら

［立川市］

［昭島市］

国営昭和記念公園で採取したハチミ
ツは、巣箱で約10日間熟成させて糖
度を高めたもの。
『パレスベーカリー』
では生地とクリームに用い、食べれば

昭島の歴史や風土を愛らしいクジラ
で表現。
『御菓子司 桃仙』では新鮮な
鶏卵と北海道産小豆、手亡豆を使用。

40年以上
愛される銘菓

武蔵野日誌

［府中市］

明治26年（1893）創業、府中を中
心に12店舗を構える老舗『青木屋』

爽やかな枝豆風味の
地ビール

こまえ〜る

［狛江市］

狛江特産の枝豆は甘みが自慢。その
味を引き出すべく、若手農家ととも
に醸造を計画したのが
『籠屋 秋元商店』

一つひとつ手作りなのでそれぞれ表情

のロングセラー。武蔵野の木立をイメ
ージした一口サイズのバームクーヘン

だ。夏に収穫した枝豆のフレッシュな

口中に甘みがふんわり広がる。1本

が異なっている。後から、ふわりとブ

はチョコ130円、プレミアムホワイト

風味とともに、口いっぱい広がる豆の

1296円。●JR中央線立川駅北口徒歩

ランデーが香る名品だ。1個230円。

160円の他に季節限定味もあり。●京

甘みを楽しめる。310㎖ 475円。●小

3分。10時〜21時、無休。立川市曙町

●JR青梅線昭島駅南口徒歩9分。9時

王線府中駅南口徒歩1分。10時〜20時、

田急線和泉多摩川駅南口徒歩20分。

2-40-15パ レ ス ホ テ ル 立 川1F

〜19時、水休。昭島市上川原町1-2-

不定休。府中市宮町1-41-1-104府中フ

13 ☎042･543･1041

ォーリス1F

9時〜20時（日は10時〜）
、月休。狛
江市駒井町3-34-3 ☎03･3480･8931

042･527･1111（代）

☎

0120･16･3008

