
　常陸の鹿島神宮の分霊を祭る神社で、室町初期
の応永17年（1410年）に三浦遠江守によって創建さ
れました。再建は按針の子ジョセフです。初めは鹿
島崎（現在の海上自衛隊横須賀地方総監部辺り）
に祀られていましたが明治24年に焼失し同29年現
在地に再建されました。
　社殿の彫刻は、西叶神社の社殿を彫刻した後藤
利兵衛の門人後藤喜三郎の作品です。
　近くに、初代の海軍軍楽隊長であり、「君が代」の
制定にも貢献した中村祐庸が住んでいました。

主催：横須賀集客促進実行委員会[京急電鉄・横須賀市]　協力：NPO法人 よこすかシティガイド協会　一般社団法人 横須賀市観光協会

★お知らせ★

「よこすか京急沿線ウォークスタンプ

ブックNo.1」の有効期限は、2016年

度 第５回(2017年３月18日まで)と

なります。予めご了承ください。

　享保５年（1720年）、江戸湾防備のために伊豆下
田から浦賀へ奉行所が移されると、江戸と浦賀間
の人や馬の往来が盛んになったことから、三浦半島
に浦賀にいたる東西２本の道が作られました。これ
が浦賀道です。
　東の浦賀道は、東海道「保土ヶ谷宿」から六浦
（ここまで武蔵国）を過ぎて相模国に入り、浦郷、十
三峠を越えて、逸見、汐入、公郷、大津等を通って、
矢の津坂から浦賀に入りました。江戸からは17里半
（約69ｋｍ）です。こちらが「うらがみち」です。金沢
から横須賀に至る道は難所の連続であり、この山
越えを避けるため、品川から江戸湾沿いの港、神奈
川、金沢、榎戸、大津などに寄港し、浦賀に至る海
路も利用されていました。開催時間▶10:00～16:00

会　　場▶JR横須賀駅・ヴェルニー公園・三笠公園
　　　　　海上自衛隊横須賀地方総監部ほか

http://www.cocoyoko.net/walking/keikyu/

↓詳しくは・・・ここはヨコスカＨＰ↓

※タイトル・コースは予定です。変更と

　なる場合があります。

※コースの詳細は決定次第お知らせし

　ます。

※各回の実施内容はインターネット

　ホームページなどでご確認ください。

※雨天決行（荒天中止）

　鉄道や自動車、海上自衛隊の艦船など、さまざまな
分野の「のりもの」が横須賀に大集合！
　子ども向け制服記念撮影やミニ鉄道、よこすかグルメ
の出店もあり、家族みんなで楽しめるイベントです。

京急大津駅(スタート受付９:00～11:00）～
　西浦賀みなと緑地プロムナード～浦賀駅（ゴール受付）

大津・馬堀海岸エリアウォーク
11月20日㊐

よこすか京急沿線ウォーク
2016

第３回

新規スタンプブックの発行はございま
せんが、ゴールにてオリジナル缶バッジ
のほか、オリジナルグッズをプレゼント
させていただきます。

何がもらえるかは
当日までのお楽しみ！
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■浦賀道

■鹿島神社

　稲荷山の中腹にあたる場所にあります。本尊に
は左に「元禄十一年丑七月」と、右に「南無阿弥陀
仏同行十六人」と刻まれています。元禄の頃、子供
連れの旅人16人全員が飢えのため、ここで亡くなっ
たといわれています。村人が大変哀れんで地蔵尊
を建てて冥福を祈ったといわれています。

■子育地蔵尊

比与宇隧道は、終戦まで
軍事用引き込み線の隧道
でした。隧道内では、列車
からの弾薬の積み降ろし
が行われていました。この

ため、線路と車道が並ぶ珍しい隧道でしたが、現在は、
隧道内の線路は撤去されています。また、比与宇隧道か
らJR田浦駅に向かう道路沿いには、線路同士が直角に
平面交差する、全国でも珍しいポイントがあります。

田浦港町～長浦町（市道）
昭和20年頃／130ｍ比与宇隧道

西逸見町と吉倉町の奥は
谷戸の地形になっており、
土砂崩れなどの災害によ
り道路が塞がれたときに
奥の人達が避難できるよ

うにするための町を結ぶ防災トンネルです。普段は車止
めが付いており歩行者等専用の隧道として使われてい
るため、夏場などは天然のクーラーが効いた井戸端会議
の格好の場ともなっております。

西逸見町～吉倉町（市道）
昭和60年／260ｍ西逸見吉倉隧道

横須賀側の坑口前に立つ
と、向かって左から順に
新（昭和23年）、旧（大正
12年）、旧 （々明治26年）
の隧道が横に並ぶ珍しい

姿を見ることができます。真ん中の船越隧道には、タペ
ストリーを思わせる独特な装飾が施されており、封鎖さ
れた明治の素掘隧道の前には、関東大震災で亡くなった
方の供養塔があります。

船越町～田浦町（国道16号）
大正12年／75ｍ船 越 隧 道

すけつね

※写真はイメージです．

京急
バス

消防車

救急車

●京急電鉄ブース

●JR横須賀駅構内 鉄道イベント

●海上自衛隊横須賀地方総監部 艦艇一般公開

 （公開艦船詳細は未定）

●自動車展示　●鉄道グッズ販売　

●各種おみやげ販売　●飲食ブース　

●ステージイベントほか

当日
イベント

ヴェルニー公園会場周辺

三笠公園会場

☆フィギュア原型や受注商品の展示

☆オフィシャルグッズの先行販売
　　　　　　　・限定商品もあるよ！
☆公式コスプレイヤーが登場します！

「ハイスクール・フリート」とは…

横須賀と海を舞台にしたテレビアニメです。

海を守る女性憧れの職業「ブルーマーメイド」

を目指す女子学生たちの成長を描く物語。

可愛らしい30名以上のキャラクターや本格的

な艦船が登場するなど多くの方が楽しめるス

トーリーになっています！

2016年4月より毎週日曜日0：00～0：30 

TOKYO MX、BS11で放送中！

2016年4月より毎週日曜日0：00～0：30 

TOKYO MX、BS11で放送中！

©AIS／海上安全整備局

横須賀女子海洋学校 模擬店横須賀女子海洋学校 模擬店

ステージ
イベント



本町三丁目

本町二丁目

YYのりもの
フェスタ会場

夏島小学校前

田浦港前

緑ヶ丘下
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トンネル内は歩道がないので注意！

踏切注意！
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※ゴールまで約10km（約3.5時間） 休憩・見学等の時間を含みません。
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コース上には、狭い歩道や山道、横断個所などがあります。

歩道・横断歩道を歩いて、車両には十分にご注意ください。

ウォーク中の事故・負傷などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

歩行中に地震等が発生した場合には、コース上の係員の指示に従い避難してください。

ご参加
の

皆様へ

※横一列に広がって歩くなど、一般歩行者、自転車、自動車等

の通行に迷惑とならないよう注意して歩きましょう！

※水分補給をこまめに行い各自体調管理に努めてください。

凡 例

コース 警察署
・交番

トイレ

浦賀道
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