朝霞市

①旧高橋家住宅

②柊塚古墳歴史広場

③城山公園

④朝霞市博物館

①和光樹林公園

朝霞市根岸台 2-15-10

朝霞市岡３−１７

朝霞市岡３−３８６

朝霞市岡 2-7-22

和光市広沢地内

江戸中期、18世紀前半の建築
とされる、木造平屋建て・茅
葺の農家建築で、平成13年
11月14日付けで国の重要文
化財に指定されています。

⑤黒目川
朝霞市大字浜崎地内

⑥ホッと茶屋あさか
朝霞市本町 2-1-12

６世紀初頭築造の前方後円墳
で、墳丘が残っています。出
土品の家型埴輪をモチーフに
したトイレや馬型埴輪のモ
ニュメントなどがあります。

約400年前の戦国時代にはお
城であったこの公園は、春に
は桜の名所となり、また夏に
は緑が美しい場所です。

朝霞市に関する、考古・歴史・民俗・美
術工芸の４分野の常設展示を中心に、企
画展示・テーマ展示やさまざまな講座・
講演会・体験学習などの催しからなる
「まなびとやすらぎの空間」です。

志木市

③田子山富士づか

②いろは樋の大枡

志木市本町

志木市本町

和光市駅から南へ 1.5 ㎞に位置する和
光樹林公園。昭和 20 年米軍に接収され
た「キャンプ朝霞基地」の跡地の一部で、
防災機能やレクレーション機能等を兼
ね備えた防災公園として計画されまし
た。四季折々の変化を与えてくれる豊か
な緑の魅力と恵まれた自然を生かした
公園は、多くの市民に愛されています。

③新座市役所
新座市野火止１−１−１

桜並木や「浜崎黒目花広場」
など、四季を通じて散策、憩
いの場として楽しめます。

市役所通りの空き店舗を活用
し、来街者・買い物客が自由
に出入りでき、市民の方々の
憩いの場となる休み処です。

県指定文化財、富士山をまね
て作られた山
高さ8.5メートル

①カッパ石像

④いろは親水公園

⑤新河岸川堤の桜

志木市内各所

志木市中宗岡

志木市

⑧秋ヶ瀬運動公園
志木市宗岡

野火止用水の水を宗岡に送る
ために作られたもの

⑦志木市立郷土資料館
志木市中宗岡３−１−２

新座名物「にんじんうどん」が本庁舎
地下のレストラン「ペッパーミル」で
味わえます。本庁舎８階の一角にあ
るガラス張りのロビーからは、平林
寺境内林を一望でき、空気が澄んだ
日には富士山も見ることができま
す。( 関東の富士見 100 景 )
また、新座市特別住民の鉄腕アトム
の特別住民票とステッカーも本庁
舎１階の市民課で無料配布してい
ます。

⑩妙音沢
新座市栄１丁目黒目川沿い

④吹上観音（東明禅寺）
和光市白子３−１４−１３

秩父三十四カ所の観音霊場や岩船
観音などと肩を並べた観音霊場と
して多くの人が訪れています。60
日に一度、庚申（かのえざる）の日
にだけ近所の人が集まり、五穀豊
穣を祈願しました。境内に二列に
並ぶ親庚申塔と１３４基の子庚申
塔は全国的にも珍しいそうです。

⑦本多の森

新河岸川岸辺の小公園

⑥旧村山快哉堂

⑨長勝院の桜

志木市中宗岡

志木市柏町

桜並木

荒川河川敷の運動公園

和光市

②新倉ふるさと民家園

③熊野神社

和光市下新倉２−３３−1

和光市白子２−１５−５０

市指定文化財、薬商の旧宅を
市が移築復元

⑩柳瀬川堤の桜
志木市

⑤総合体育館
和光市広沢３−１
推定樹齢４００年のハタザクラ
桜並木

⑦下新倉氷川八幡神社

⑪清龍寺不動院
和光市白子２−１５−４７

和光市下新倉３−１３−３３

推定創建約300年前とされる
和光市指定文化財「旧冨岡家
住宅」は、埼玉県内で最古の
部類に入る歴史的価値の高い
建造物で、一般公開していま
す。園内には谷中川縁に自生
していたヒロハアマナをはじ
め、里山を意識した植栽、茅
葺きの屋根棟に植えられてい
るアヤメ、池に生息するメダ
カなど、たくさんの植物や生
き物が生息しています。

お花畑

畑いっぱいに菜の花やひまわりが
咲き誇り、春まつり、ひまわりイベ
ントが行われます。

⑤睡足軒の森

和光樹林公園の敷地内に建てられ
た防災機能を兼ね備えている運動
施設です。個人で使えるトレーニ
ング室や軽スポーツ、ランニング
コースの他、団体で使えるアリー
ナ、弓道場、剣道場などがありま
す。

承応４
（１６５５）
年、当時川越
藩主であった松平伊豆守信綱
によって、武蔵野開発の一環と
して野火止台地開発のために
開削をされた用水路です。
現在
では、ウォーキングコースとし
て整備され、多くの人に愛され
ています。

富士見市

白子村の氏神様として、地元の
人々の厚い信仰により栄えた神社
です。境内には、富士塚が四季
折々の表情を見せてくれます。こ
こで、明治政府による日本最初の
養魚場が造られました。

⑨越戸川赤池親水公園
和光市新倉２−９

①新座農産物直売センター
新座市野火止６−１−５１
JA あさか野管内の組合員が会員となり、
安全、安心でおいしい新鮮野菜や彩り豊か
な花等を提供します。
営業：毎日（水曜、祝日及び年末年始を除く）
午前１０時から午後４時まで

平林寺は、関東地方でも名高
い古刹の一つで、開山は当時
鎌倉建長寺の住持をしていた
石室善玖禅師です。開山当時
は現在のさいたま市岩槻区に
ありましたが、寛文３
（１６６
３）
年、川越藩主松平伊豆守信
綱の遺志を継ぎ、その子輝綱
によって野火止の地に移され
ました。
平林寺の寺域はとても広く、
国指定天然記念物に指定され
ている境内林は約４３ｈａあ
ります。とりわけ紅葉は有名
で、毎年秋が深まる頃には境
内林が真っ赤に染まり、各地
から多くの観光客が訪れま
す。

新座市本多２−１−２０
午前９時から午後９時３０分
までご利用できます。
トイレのご利用等、休憩スポッ
トとしてご利用ください。
休館日：第２・４月曜日（祝日
の場合はその翌日）
、
年末年始

富士見市大字水子 2003−１
江戸時代、滝見の参道や茶店が存
在していたと伝えられる他、信仰
深い盲目の琵琶法師が弁財天か
ら 琵 琶 の 秘 曲 を 授 か る と い う、
「妙音沢」の名前の由来となった
伝説もあり、この沢にまつわる話
や掛け軸等が市内の法台寺に残
されており、歴史的にも価値のあ
る場所です。
環境省の「平成の名水百選」に選
定されています。

平林寺の境内林にある睡足軒の
森は、もともと昭和の大茶人松永
安左ヱ門（耳庵）の屋敷地だった
ものです。その後、平林寺住職・
野々村玄龍氏から市に無償貸与
され、日本の伝統文化を学ぶ場所
として整備されています。紅葉の
美しさは格別で、年間を通して多
くの人が訪れます。

⑪新座市片山農産物直売所

⑨榛名神社のいちょう

新座市堀ノ内１−９−１６

富士見市大字勝瀬 791−１

生産農家が対面販売しています。
お買い物の際には、農家との交流
も楽しめます。
（土、日曜営業：午前８時から午
後３時まで）

⑤諏訪神社のけやき
富士見市諏訪２−1589−１
和光市と朝霞市の境を流れる越戸
川は、２つ湧き水が注ぎ込んでい
る一級河川です。親水公園は川岸
で遊べる憩いの場所になってい
て、川に住む生き物に触れたり水
遊びを楽しむことができます。

いくつかの幹がひとつになって、１
本の大きな木となっており、秋には
見事な黄葉が見られます。推定樹齢
400 年で昭和５８年６月、市の天
然記念物に指定されました。

⑦難波田城公園
富士見市大字下南畑 568−1

②野火止緑道
新座市野火止３丁目付近

野火止用水に続く雑木林を見なが
ら武蔵野の面影を堪能できます。

⑨市場坂（黒目川）
新座市営墓園付近

⑧新座市民総合体育館

①水子貝塚公園

郷土の歴史が学べる

⑧長照寺
和光市新倉３−３−３５

⑥野火止用水

新座市本多 2-8-16
（新座市総合運動公園内）

新座市野火止 1-20-12

市内各所に計 17 体

新座市

④平林寺
新座市野火止３−１−１

秋の夕焼けと富士山とのマッ
チングがきれい。

⑫歴史民俗資料館
新座市片山１−２１−２５
失われつつある歴史、民俗、考古に関
する資料の収集や保存をするととも
に、皆さんに親しまれ、楽しく利用し
ていただくための施設です。
入館料：無料 時間：午前９時から
午後５時まで（入館は午後４時３０
分まで）休館日：月曜日（祝日の場合
はその直後の祝日でない日も休館）、
祝日（文化の日除く）、年末年始

③山崎公園（せせらぎ菖蒲園）
富士見市大字水子１８４

⑧びん沼自然公園
富士見市大字東大久保 3692−１

野生生物が生きていけるような、
自然の復元を目指して整備され
ました。公園内を１周する 1.8ｋ
ｍの園路を散策し、豊かな自然を
満喫してください。また、びん沼
はヘラブナ釣りのスポットとし
ても有名で、休日には多くの釣り
師で賑わっています。

水子貝塚は、縄文時代に海の
幸を求めた人々の生活の痕跡
として、1937 年の発見以来、
数回発掘調査が行われ、国史
跡に指定されました。広い園
内には、当時の生活を復元し
たムラや、クヌギやオニグル
ミの森があり、様々な体験学
習の他、憩いの場としても利
用されています。公園に隣接
した場所には、市内の遺跡か
ら出土した考古資料を中心に
展示している、水子貝塚資料
館があります。

②新河岸川〜富士見江川沿いのコスモス
富士見市貝塚２丁目付近他

⑫一面に広がる菜の花畑

せせらぎ菖蒲園の愛称で親しまれ
ている山崎公園には、約 10,000
㎡の菖蒲田に、江戸系、肥後系及び
伊勢系等の品種が 60 種類、約
5,000 株植えられ、６月上旬から
色とりどりに咲き始めます。

⑪江川プロムナード

富士見市下南畑地内（難波田城公園周辺）
富士見市大字東大久保地内（びん沼周辺）

富士見市関沢２・３丁目地内

⑩東京メトロ和光検車区
和光市本町３０

⑥新倉氷川八幡神社
和光市新倉２−１８−６０

平安時代末期に源義家の弟森
羅三郎義光が戦勝祈願したと
伝えられています。近隣の農
民の間で豊年祝い厄除け、ま
た安全を祈願して「ささら獅
子舞」が生まれ、秋祭りには
奉納されます。

平安時代に慈覚大師円仁がこ
の地に清涼な霊気を感じ、お
堂を建てたと伝えられていま
す湧き水の滝行や護摩焚きの
修行が古来から続いていま
す。胎内巡りの洞窟や子宝の
木なども見どころです。

鎌倉時代に創建されたと伝わって
います。新倉村の鎮守さまとして
秋祭りは賑わっており、元旦には
だるま市が開かれます。

江戸時代以前に建てられたさ
れた古いお寺で、樹齢700年
の高さ25ｍの大いちょうが和
光市の指定文化財になってい
ます。墓地には市内でもっと
も古い地蔵菩薩像や筆塚が見
られます。

和光検車区は、有楽町線の車両
基地として昭和６２年８月に発
足しました。総用地面積が東京
ドームの2.5倍ある和光検車区。
有楽町線や副都心線などたくさ
んの車両が見られます。

推定樹齢 500 年といわれてい
る富士見市内最大級のけやき
で、昭和 58 年６月、市の天然記
念物に指定された、市保存樹木
第１号でもあります。
鳥居のわ
きに立ち太い幹を見上げると、
その大きさに圧倒されます。

難波田城は、中世に富士見市内を
本拠として活躍した難波田氏の
居城跡で、昭和３６年９月、埼玉
県旧跡に指定されています。園内
には、難波田城資料館や城跡を復
縁した「城跡ゾーン」、市内の古民
家を移築した「古民家ゾーン」が
あり、富士見市の歴史や文化を学
習できます。

農薬や化学肥料を減らした環境に
やさしい米づくりの肥料にするた
めに栽培された菜の花は、３月中
旬頃から田んぼ一面を鮮やかな黄
色に染めます。菜の花つみ等のイ
ベント等も開催され、小さなお子
さんから大人まで大勢の方が訪
れ、春を満喫されています。

富士見江川油橋付近から富士
見・新河岸サイクリングコー
スの木染端までの間、コスモ
スの花が咲きます。
地元町会・寺下商店会と有志
のコスモス会の皆さんが、種
まきや除草作業に精を出して
育てています。
会では、コスモ
スを通じてふれあいを創出す
るイベントなども行っていま
す。

江川プロムナードは、住宅地内を
東西に流れる富士見江川の河川
敷地を利用して創られた、約 610
ｍの水と緑の遊歩道です。「水と
遊 び の ス ト リ ー ト」「藤 棚 ス ト
リート」「親水と新緑のストリー
ト」の３つのテーマからなり、平
成９年の完成以来、市民の憩いの
場として親しまれています。

