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はじめに
少し前まで古くなった自転車を買い替えようと思っていた。バッ

テリーが使い物にならなくなった電動自転車は、普通の「ママチャ
リ」より効率が悪いんじゃないだろうか。何年か前に古くなったタ
イヤを交換したので、もったいない気がして捨てられなかったが、
サドルはボロいし、かなりみすぼらしくなっていた。

しかし、歩いて出回るようになった今、自転車で出かけていたよ
うな場所はもはや徒歩圏だ。もちろん自転車を買い替えたら、同じ
労力でさらに遠くに行けるだろう。ママチャリじゃなく、スポーツ
タイプのものにすれば、なおさらだ。それこそ、今は自転車が流
行っているらしい。

でも、そこは歩くことにこだわってみることにした。そんなに強
い意志があるわけじゃないから、そのうち気が変わるかもしれない
けれど、自転車では上り坂が大変だし、目的地によっては自転車置
き場を探さないといけない。そして目的地で思った以上に時間を取
られても、必ず自転車で帰らなければならない。歩いて行けば、い
ざというときも電車や公共交通機関で帰れる。

さて、このところの遠出で15kmくらいを3時間で歩くという
ペースがつかめてきた。8時頃に家を出れば昼までには15km先ま
で行くことができ、2時間ほど滞在すれば明るいうちに歩いて帰っ
てこられるし、それより遠くに行くなら早起きするか、滞在時間を
短くするか、電車で帰ることを考えればよい。そう思うと、けっこ
う範囲は広い。最初に羽田空港近くまで歩いたわけだから、たいて
いの場所はそこより近い。そう思って新たな目的地の候補を探して
いて「あけぼの子どもの森公園」を見つけた。かつて子供と電車で
出かけたムーミン谷がモチーフになっている場所だ。
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距離は23.4km、4時間50分と少し遠いが、片道だけ歩いて電車で
帰ればよいだろう。せっかくだから何かイベントをやっていないか
と検索したら、公園のある飯能市で11月7～8日に「飯能まつり」
というイベントがあることを知った。これが6日のことだ。

飯能市といえば「ヤマノススメ」じゃないか。ここで聖地巡礼し
てみるのもいいだろう。
たまたま「舞台めぐり」
というアプリの企画があ
ることもわかった。開催
場所の飯能駅は公園から離れているが、どうしても公園に行きた
かったわけじゃない。よし決めた！

目的地は決まったが、
この夜にTwitterで議論に
なって寝るのが3時半頃に
なってしまった。8日にし
たいが、7日の遅くから天
気は下り坂の予報だった。
やはり7日しかない。

なんとか6時半に起きた
が1時間ほどグダグダして
いた。このままじゃ順調に
歩いても着くのは午後1時
だ。だが翌日は雨だし、舞
台めぐりの企画もある。頑
張って家を出たのは7時50
分頃だった。
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残堀川
最初のうちは昭島のモリタウンへ行く道と同じだが、目的地は

ずっと先だ。武蔵村山市に入って残堀川にたどり着くと、川沿いを
ずっと北上する。この川沿いの道だけでだいたい4kmある。

この方向に川がありGoogleマップはこれを渡らせようとする（もちろん迂回）
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残堀川の北端には狭山池があり、マップを見ると中央に厳島神社
と書いてあった。飯能市に最短経路で行くには少し寄り道になる
が、少しだけなので、立ち寄ってみた。もちろん、ちょっと立ち
寄ってみただけで、お参りをして、ふたたび目的地に向かう。

残堀川源流狭山池

厳島神社
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飯能街道
実のところ、どこからどこまでが飯能街道なのかわからないのだ

が、しばらく北上すると「ザ・モールみずほ16」という大きそう
なショッピングモールが見えてきた（もちろん用はない）。この脇
に「飯能街道」と書かれた標識があった。まだ飯能市は遠いが、こ
の通りをひたすら北上する。
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今日は本格的に埼玉県入り

JR八高線なら金子駅から東飯能駅まで5分ほどで行ける
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飯能市までやってきた

飯能まつりのための交通案内
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この坂を下って道なりに行けば市街地

入間川
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飯能まつり
市街地に到着したら目標の飯能駅にたどり着く前に法被を着た

人々が見えた。
今回は、急に決めた

ので飯能まつりのこと
自体、あまり調べてい
なかった。パンフレッ
トがないかと思い駅に
行ってみたら、観光案
内所があり、飯能まつ
りだけでなく「ヤマノ
ススメ」の舞台探訪マップまであった。すばらしい。

ただ、案内所の人に「一番の見どころは何ですか？」と尋ねたら
「祭りのメインは明日」だそうだ。そう
だったのか。今日は地域の人たちの活動
が中心で、見どころは夜8時からの屋台
の引き合わせらしい。そんな遅くまでい
るつもりはない。それに明日がメインと
言われても、雨の予報だから歩いてここ
まで来るなんてことはなかっただろう。

それに、それはそれでマップをもらっ
た「ヤマノススメ」の巡礼でもすればい
いと割り切ることもできた。すでに1時
半をまわっていて、暗くなるまであまり
時間はなかったけれど、そんなに広い街
ではなさそうだ。
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飯能駅の北口

屋台も並んでいた
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ヤマノススメ
（屋台ではなく）ガストで昼食をとった後、しばらくメインの通

りを一通り見てまわり、「ヤマノススメ」の聖地巡礼に切り替える
ことにした。下記は飯能市のサイトで公開されている一期のものだ
が、マップにはまわる順序まで書いてありわかりやすかった。

しかも、今は「舞台めぐり」アプリの「飯能まつりスペシャル
ARポイント」という企画もある。アニメに出てきた場所の近くに
行くとキャラを重ね合わせて写真が撮れるのだ。なお、いつか使っ
てみたいと思っていたアプリだったが、はじめて使ったので「スペ
シャル」じゃないARがあることを知らなかったのは残念だった。

また、通りの端まで来たとき、すでに2時40分頃で、暗くなるま
であまり時間がなかった。とりあえず、近くにある飯能市中央公民
館に向かった。
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飯能市中央公民館の中

巡礼ノートが置いてある
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観音寺

飯能恵比寿神社、諏訪八幡神社
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中央公園

中央公園にある鉄腕アトム像　※「ヤマノススメ」には関係ない
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何の下調べもしていなかったが、マップのおかげで順調に聖地を
まわっていた。いよいよ天覧山（一期の3話などに登場）に登ると
ころで、登山口のそばにヤマノススメのキャラで飾られているコン
ビニがあった。あまり時間がないので外だけ見て済ませようと思っ
たが、マップには巡礼ノートがあると書かれていたので中に入って
みた。もっと凄かった。

いいアニメだし、都心からさほど遠くもないので巡礼に訪れる人
が多いのだろう。なにしろ3分×1クールのアニメが2期では15分×
2クールになったのだ。この日も巡礼に回っている人を何人も見か
けた。「ヤマノススメ」が始まる前はどんなだっただろうという力
の入れ具合だった。

とりあえず記念にポストカード（と水）を買ったが、ビックリし
て巡礼ノートのことを忘れてしまった。

タイムズマート
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等身大(?)と思われるキャラのぬいぐるみ

壁一面にヤマノススメ
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そしていよいよ天覧山だ。コンビニで「15分もあれば登れま
す」と言われたが、本当にあっさり登れるような山だ。後でアニメ
を見直したが（一期3話、二期12話）、ひなたは制服で登っている
（一期）。ああ二期12話は前半の締めくくり回だった。じーん。

人とすれ違う時に「こんにちは」と声を掛けられたのも、意外な
感じだった。他の場所では、見知らぬ人にそんなに話しかけられな
いと思うが、たしかにアニメでも声を掛け合っていた。

あっさり登れるけれど山頂からの眺めはよかった。いや晴れてい
ればもっとよかったのだろう。時間も遅くすでに曇っていて遠くま
で見晴らせなかったのは残念だ。

二期12話では、この先にある多峯山（とうのすやま）にも登っ
ているのだが、そちらに向かう時間はなく山を下りた。きっとまた
来ることもあるだろう。いや、次は天気のよい日にまた来よう。

登山口
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天覧山の中段

山道だが、長くはない
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山頂からパノラマ撮影

もうすぐ頂上
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山頂からパノラマ撮影

あおいとひなたが偶然再開した場所（2期12話）
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晴れていれば色々見えるらしい……

天覧山の勝　※埼玉県指定名勝の第1号
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この先の多峯山（二期12話）には、いつかまた

記念撮影
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ひだまり山荘
天覧山を下り、祭りの通りへ戻ってきた。まだ「聖地」は残って

いるが、もう暗くなり始めていた。また機会を改めて来ればいい。
「舞台めぐり」では、いくつかの舞台の写真を撮るとポストカー

ドがもらえるという企画をやっていた。受付時間を調べていなかっ
たが、閉まる前にそれをもらいに行こうと思ったのだ。場所は駅に
あるようだ。そういえば、到着したときに「ヤマノススメ」のグッ
ズ販売をしているような場所があった。実際には、少し違っていて
ポストカードをもらうのは駅ビルにある「ひだまり山荘」という店
で、駅前にあるのは臨時のグッズ売り場だった。

そして行ってみて分かったのだが、撮影する場所が違っていた。
私は「飯能まつりスペシャルAR」で撮ればいいのかと思っていた
が、これはあくまで飯能まつりの企画であって、ポストカードをも
らうための場所ではなかったのだ。

必要な場所は天覧山、飯能恵比寿神社、飯能駅の3箇所。お店の
人に「スマホで撮ってあればいいんですが」と言われたのが救い
で、間違いなく天覧山は撮ってあり、飯能駅はこの場所だ。だが、
飯能恵比寿神社とはどこだろうと場所を確認すると、それは諏訪八
幡神社と同じ場所だった（16ページ参照）。「あります！」

無事にポストカードをもらうことができた。ついでに11月11日
がひなたの誕生日で、バースデーメッセージを書くとミニうちわが
もらえるというのでそちらも書いた。なんでも誕生日にはキャラT
シャツを作ったりしているそうで、早い人は朝5時から並んでいた
らしい（どこから来るのだろう）。お土産に何か買いたいと思った
が、「かさ張らないもの」と思ってクリアファイルしか買わなかっ
たのは、ちょっと悔やまれる。
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もらったポストカードとミニうちわ

この日は駅前に臨時の売店も出していた
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ふたたび祭りの場所へ
帰りは電車で帰ろうと決めていた。東飯能から八高線で帰れば、

あまり時間もかからないから、残りの時間は祭りを見ようと通りに
向かった。
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舞台めぐり
今回の楽しみのひとつが「舞台めぐり」というアプリで「ヤマノ

ススメ」のキャラを入れた写真を撮ることだった。もっと色々撮れ
ばよかった。



舞台めぐり
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JR八高線の東飯能駅

飯能まつりは雨に降られることが多いらしい
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帰宅
予定していた電車の時間はまだだったが、雨が降ってきた。6時

過ぎに帰るつもりだったが、しかたがないので一本早い（つまり
30分早い）電車で帰ることにした。歩いて5時間かかった道も、電
車なら1時間足らずで帰れる。

そういえば「やまびこ山荘」で5時間歩けてやってきたという話
をしていたら、別のお客さんに「それは登山よりキツい」と言われ
た。さすがにそれはない。多少の起伏もあったが、概ね平坦な道
だった。「いや、精神的につまらないでしょ」　そうかもしれない
ね。だから私も毎回違う目的地を探している。

（2015年11月14日記す）
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