
※掲載されている情報は取材時のものです ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載内容が変更となる場合があります。

岩殿に所在する正法寺には、観音堂の傍らに大きな銀杏（イチョ
ウ）の木があります。推定樹齢は700年を越え、周囲は約11mあり、
埼玉県内でも最大級の大きさです。江戸時代には養老木と呼ば
れ、多くの女性に安産・子育守護の対象として信仰されました。紅
葉の時期には夜間のライトアップも行なっています 。

物見山公園東側に位置するもみじ谷は、11月頃になるとモミジが
色づきはじめ、辺りを染め上げます。澄みきった空気を感じながら静
かに散歩を楽しんでみてはいかがでしょうか。もみじ谷から覗く秋の
空は一段と高く感じられるはず。フォトスポットとしてもオススメです。

正法寺の大銀杏物見山公園
～樹齢700年の迫力～～もみじ谷の紅葉～

岩殿観音正法寺
ライトアップ：11月下旬～12月上旬頃
埼玉県東松山市岩殿1229
TEL：0493-34-4156

物見山公園
紅葉時期　11月頃
埼玉県東松山市岩殿241－17

高坂駅西口から約13キロメートルのウォーキングコースです。かつ
て貨物専用路線として運用されていた廃線敷が、観光拠点を結
ぶ遊歩道『まなびのみち』として整備されました。ルート周辺には様々
な施設があります。

東松山市の代表的なくだものと言えば梨です。東平地区を中心
に農園があり、例年9月上旬から10月上旬にかけては梨狩りも楽し
めます。取りたての梨はみずみずしくジューシー。お店など、詳しくは
観光協会HPの梨狩りMAPをご確認ください。

まなびのみち梨
～様 な々“まなび”の道～～秋の味覚に舌鼓～

まなびのみち
東松山市南部（地図上のポイントは高坂駅です。
駅西口に降りると案内板があります）
TEL：0493-21-1427（東松山市役所 商工観光課）

梨
直売：8月中旬～10月頃（生育状況により異なります）
埼玉県東松山市（地図上のポイントは東平地区です）
TEL 0493-23-3344（東松山市観光協会）

発行：（一社）東松山市観光協会 埼玉県東松山市松葉町1-2-3 総合会館1階
0493-23-3344
https://www.higashimatsuyama-kanko.com

0493-23-7775

日本スリーデーマーチは毎年１１月に開催さ
れる日本最大・世界でも2番目のウォーキング大
会です。多くの人たちが、全国各地から集まりま
す。2022年は第45回記念大会として11月4日
～6日の日程で開催します。
各コース（50キロメートル・40キロメートル・30キ

ロメートル・20キロメートル・10キロメートル・5キロ
メートル）を自分の体力にあわせて自由に選び、
3日間歩きます。スタート時間は、それぞれのコー
スにより決まっています。途中にチェックポイントが
あり、チェックを受けて午後5時までにゴールすれ
ば完歩になります。
埼玉県のほぼ中央に位置する東松山市周

辺の比企丘陵には、武蔵野の貴重な自然が多
く残っています。東に望むと、広大でのどかな田
園風景、西に望むと秩父の山々や広がる小高
い丘。各コースには文化財も多く、遠く昔を思い、
落ち着いた雰囲気を味わいながら歩くことができ
ます。適当なアップダウンのコースとあいまって、自
然豊かな丘陵地帯を楽しく歩けるコース設定に
なっています。
ウォーカーの事前登録受付は9月15日までで
すが、当日受付もできます。
満を持しての開催ですのでふるってご参加く

ださい。
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岩殿観音正法寺

りこ坊

※令和4年7月12日の大雨の影響により一部区間が
　通行止めとなっています。コースマップの4～9番
　までは補助ルートをご利用ください。

スリーデーマーチでは、各ルート途中の
観歩ガイドウオーク会場で15～30分程度
のガイドウオーキングを開催します。どちらの
会場も専門のガイドボランティアさんたちに
より、じっくり、ゆったり案内していただけま
す。時間を合わせてご参加ください。見る
だけではわからない、歴史や文化を深掘
り・再発見してみませんか。

日本スリーデーマーチ実行委員会
埼玉県東松山市松葉町1-1-58
東松山市教育委員会　ウォーキング推進室内
Tel: 0493-23-3330

観歩ガイドウオーク



【実施概要】

年末年始祝日を除く

Twitter

東松山直売所「いなほてらす」
東松山市下青鳥714-1
電　話：0493-24-3157
定休日：第2木曜日（祝日除く）
梨：8月～10月頃

箭弓稲荷神社
東松山市箭弓町二丁目5-14
電話：0493-22-2104

　こんにちは。この度「ヒガマツ」リポートを担当させていただき
ます、大東文化大学ラグビー部４年で寮長を務めております
村瀬と成田です。私達ラグビー部員がよく利用させていただ
いている高坂の飲食店を紹介させていただきます。

　ラグビー部は、全部員が親元を離れ、４年間高坂で寮生
活をしています。練習が休みの日には３食自炊をしたり、高坂
駅周辺のお店にご飯を食べに行きます。そこでお世話になる

　高坂にはこの2店以外にも美味しくて、ボリューム満点の飲食店が沢
山あります。部内の伝統として、先輩が同じ部屋の後輩を連れてご飯に
行きます。りこ坊もキッチンＹも先輩に教えてもらったお店です。今は、後輩
を連れて行くお店です。これらのお店のおかげで身体も大きくなり、大学日
本一を目指して、日々 ハードなトレーニングに取り組めています。
　9月からは大会も始まります。皆様も、試合会場へお越しいただき、ラグ
ビーの試合を生で観戦いただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いい
たします。

東松山直売所では8月上旬～8月中旬を目安に「梨」
の出荷が始まります！東松山市産の採れたて新鮮な梨
が入荷をします！幸水、豊水、彩玉、新高など多くの品種
の梨を楽しむことが出来ます！是非一度ご賞味下さい！

東松山市観光ガイドと巡る

箭弓稲荷神社の社殿・彫刻

旬な観光スポット

その4

私のおすすめ

リポーター
大東文化大学 経営学部 経営学科 4年
 村瀬　俊
スポーツ・健康科学部スポーツ科学科4年
 成田隼一郎
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海馬の彫刻海馬の彫刻

箭弓稲荷神社 本殿箭弓稲荷神社 本殿

大盛りマルシェカレー大盛りマルシェカレー

キッチンY（2022年7月閉店）キッチンY（2022年7月閉店）

りこ坊りこ坊

by 東松山市観光ガイドクラブ

旬 の農産物情報の農産物情報

１周年記念イベント１周年記念イベント

のが「カレーの店りこ坊」と「キッチンY」です。
　りこ坊は、高坂駅から徒歩6分の場所にあります。部員から
の1番人気はなんと言っても安くてボリューム満点の大盛マル
シェカレー400円（税込）です。ご飯の量を大盛サイズ（400g）
まで無料で増やせます。さらには50円追加で600g、100円追
加で800gまで増やせます。ご飯に合わせてルーも増やしてくれ
るので、運動部の学生には本当にありがたい限りです。他に
も、スープカレー、インドカレー、欧風カレーなど本格的なカレー
が楽しめます。
　キッチンYは、高坂駅から徒歩4分の場所にあります。一見
すると喫茶店のような外観で、先輩に連れられて入るまで、定
食が食べられるお店だとは思いませんでした。甘辛のタレがか
かった生姜焼き定食は、大盛りご飯があっという間になくなっ
てしまいます。ご夫婦で営まれているこのお店は、いつも笑顔で
私達を迎えてくださり、実家を思い出させてくれる場所です。し
かし、ご夫婦も体力の限界ということで、平成元年の開店以
来30年以上続けてきたお店を、2022年7月30日に閉店されま
した。残念な気持ちでいっぱいですが、今まで本当にありがと
うございました。そしてお疲れ様でした。秋以降は、週末お時
間ができたら、ぜひラグビーの試合にも来てください。

※本事業は、東松山市／東武鉄道／ＪＡ埼玉中央／
　大東文化大学／コークッキングの連携事業です。

東松山市役所商工観光課　℡0493-21-1427

箭弓稲荷神社は東武東上線東松山駅西口から徒歩3分の歴史深
い神社です。創建は奈良時代と伝えられ、精緻な彫刻が施された荘厳
な社殿は圧巻です。
社殿は権現造の形式で、三間社流造本殿と入母屋造拝殿および
両下造の幣殿を繋いだ複合社殿に数多くの彫刻が施されています。 こ
の建造物の大工棟梁は、武洲大里郡河原明戸村の飯田和泉藤原
金軌（又は安軌）と言われ、弟の飯田仙之助が彫工彫刻を担当しまし
た。ただ、社殿は新築したものではありません。天保六年（1835）の社殿

完成を溯ること100年前の享保時代に創建された本殿を重建したものです。
当時の工事を手掛けたのは妻沼の名工・林兵庫正清（妻沼聖天堂大工棟梁）
と、上州花輪の名工・石原吟八郎義武（妻沼聖天堂彫工棟梁）といわれています。そ
の造作には数多くの特徴ある様式を残しております。
飯田仙之助は、石原吟八郎義武の息子・二代目吟八義明の門下でもあったとい
われます。 
仙之助は、文化十二年（1815）３月、門人小久保仙五郎義長を連れて、太田市細
谷の冠稲荷神社本殿の胴羽目板彫刻も手掛けております。

9/11 （日） 12:30 法政大学戦 （会場：埼玉県熊谷市）
9/25 （日） 15:00 流通経済大学戦 （会場：埼玉県三郷市）
10/2 （日） 11:30 東洋大学戦 （会場：埼玉県三郷市）
10/16 （日） 11:30 立正大学戦 （会場：埼玉県三郷市）
10/30 （日） 11:30 日本大学戦 （会場：群馬県敷島市）
11/13 （日） 13:00 東海大学戦 （会場：神奈川県小田原市）
11/27 （日） 11:30 関東学院大学戦 （会場：東京都港区）

大東文化大学ラグビー部
【2022年度　関東大学リーグ戦１部日程】りこ坊

埼玉県東松山市元宿1-29-23 イーストヒルズ105号
TEL：0493-35-3608
営業時間：
平日・土曜日 AM11:00-14:00・PM17:00-21:30
日曜日 AM11:00-14:00
定 休 日：木曜日


