


小平市とは…

小平市とは総人口187，035人
面積20.46km²
東京都の地図で見るとちょうど真ん中なある街です。
しかし、西武新宿線やJR武蔵線など交通の便も悪くないところです!
小平市の事を詳しく知らない人も多いと思うので次のページから写真などを使って
皆さんに知って貰おうと思います!



西部から南部について紹介

地図で丸をした所の紹介を次のページからしたいと思います!
見て分かると思うんですけど小平市って結構大きいんですよ!!!



西部自動車教習所

これは西部自動車教習所です。
位置的にはぎりぎり小平市です!東大和駅から徒歩で15分ぐらいの場所にあります。
朝の8時ぐらいに通ると教習所のおじさんたちがキャッチボールしています(笑)
残念ながら今年中には無くなってこの場所はスーパーに変わってしまうみたいです…



中島地域センター

これは小平市にある中島地域センターという所です。
二回に子供が写ってしまって、心霊写真みたいになってますけど違いますよ!
中には卓球場と二回に会議部屋が少しあるぐらいのシンプルな地域センターです。
周りに面白いのがあったためこの地域センターを撮りました。
では次へ!
 



きのこ

中島地域センターは林に囲まれた場所にあるので、きのこがたくさんありました!
スーパーに売ってそうなきのこですよね!?
ソテーにして食べたいですがきっと体には良くないんでしょうね…



きのこ2、3

他にもきのこ達が…
食べれないけどここできのこ狩りが楽しめそうですね!
本当にこういうきのこがいっぱいあるんですよ
見たい人はぜひ訪れてみて下さい!



えっ…？

これは中島地域センターのすぐ側にある
道路です。
自転車で何気なく通っていたら「あれ？
」と思ってよく見たら「と」が抜けてい
るんですよね(笑)
小学生でもこの感じの送り仮名は分かり
そうな気が・・・・

 
 



新東京自動車教習所

小平にはなんと教習所が二個あるんです!
お隣にはモスバーガーもあり、教習でお腹がすいた
ときに立ち寄れます。
ここではお祭りもやったりします。フリーマーケッ
トや出店、車を使った簡単な体験なども行ってい
ます。
 

 



けゐとく苑

小平にあるバイキングレストランです。
5年ほど前までは結構ボロかったのですが改築して綺麗に
なりした。
休日はいつも大勢の人が並んでいて、1時間ほど待つ時も
あります。メニューは豊富で夜になるとさらにメニュー
が増えます。
おいしいので近くを通ったらぜひ立ち寄ってみて下さい
。



小平市中央公園

体育館、温水プール（体育館内）、野球場、400mトラック、テニスコートなどの設備が備わって
いる。400mトラックの周りには多くの桜の木が植えられており、春には花見客で賑わっています
。



中央公園のグラウンド

ここのグラウンドはサッカー、野球、陸上競技に使われています。
夜になるとサッカーの練習をしに来る人が来てグラウンドはライトアップされます。
その他に陸上の市の大会などもたまに行われています。



テニスコート

お隣で家族がテニスをしていたのでこっちを撮りました。
おばさん達がテニスを始める準備をしていたので急いで撮りました。
平日でも常にテニスの予約が入ってるみたいです。
休日になると子供向けのテニススクールや大会なども行われています!



噴水

小平中央公園の噴水です。
写真だと迫力がいまいち伝わりませんが、実際に眺めてみるとなかなかの勢いです。
看板にも書いてありますが子供だけでここで遊ぶのは危ないと思うので気をつけましょう!
 



飛躍

飛躍をテーマに作られた銅像です。
組体操のようにも見えますが、飛躍と
みれば、確かにのびのびとした様子が
よく伝わる作品だと思います。
中央公園でかなりの存在感を放ってい
ます。



変な名前の公園

こぶし公園という怖い名前の公園です。
中学生のころにここではやくざ夜にがたまってるという噂がありました(笑)
もちろんやくざなんかいません!



西部から東部の紹介

次は西部から東部についての紹介です!!!



小平第六小学校

小平第六小学校です。多分こんなに豪華な小学校はあまりないと思います。
校舎内はかなり綺麗で、プールは屋上にあり、和室にランチルームまであります。屋上にあるあ
の丸い穴は未だに謎です。



珍しい車

小平六小の近くに珍しい車があったので撮りました。
見た目はスポーツカーに見えなくもないんですけどどっかの会社の車のようです。
 



ブリジストン工場本社

小平市にあるブリジストンの本社です。
周りには工場や建物がたくさんあります。
六小の人にはBSの人もいて、海外や福岡に転
勤で行ってしまった友達もたくさんいました
。

 



BSグラウンド

　BSの社宅
の隣側にあ
るグラウン
ドです。
六小が改築
する前はグ
ラウンドが
なく、体育
や運動会は
ここで行っ
たいました
。
夏になる

とBS祭りがここで開催され、毎年のビンゴ大会では豪華賞品が用意されています。
休日は小学生のサッカークラブが活動をしています。



高架線工事中

小川駅から萩山駅にかけて高架線の工事をしています。
朝から晩まで頑張って工事のほうを進めてくれています!無事に終わる事を願ってます。



自然の力

長い間放置された自転車に草のツタが
まとわりついています。
この自転車はこのまま放置されたら、
草まみれになってしまうんでしょうね
。
でも放置されて使われないならこうい
った形での存在も良いと思いました。
 



こんな所に…

自転車の駐輪場の屋根の写真です。
こんな場所にも花を咲かせていたの
に感動しました。
人間は屋根の上じゃ過ごせないけど
、植物は立派に育つことが出来るん
だなぁと思いました。



市役所

青梅街道駅から徒歩で10分ほど歩いた場所にあるこの立派な建物こそ小平市の市役所です。
 



多摩自転車道

内回り・外回りがセンターラインで区切られていて、とても走りやすい道

路です。春先の桜や新緑の季節は特にお勧めのコースで、サイクリングロ

ードにはジョギングをしている人や多摩湖沿いを散策している人もいます

。

この写真は狭山公園の道路の一つです。入口から入れば多摩湖までの道の

りの急な坂を登らずに済みます。

小平以外の場所もまとめて紹介したいと思います。



多摩湖

ここはとにかくデカイです!!!何処まで続いてるのか分からないくらいです。
ぽつぽつと船が浮いていて、柵で下のほうには行けないようになってます。



多摩湖のトイレ

多摩湖にあるトイレです。太陽がモチーフにされていて、このちょうど反対側には月がモチーフ
にされているものがありました。
他にも雲などもありました。



昔のトンネル

ここは昔トンネルが通っていたそうです。
多摩湖の開発にあたってトンネルを壊してしまったそうで
すが、一部を残しておいてこのように見れるようになってい
ます。
高台の上にあるので見晴らしも良いのでオススメです!

 



ジェットコースター

西武遊園地のジェットコースターです。昔からよく乗っ
ているんですけど意外と怖いです。
西武遊園地に行った人はぜひ乗ってみて下さい。
西武遊園地はプールもあり、夏は毎週土日に花火大会を
してるので賑わっています。



観覧車

西部遊園地の観覧車です。
観覧車からの風景は絶景です。晴れていれば富士山も
よく見えますよ!
写真を見ると結構遠くに感じますが、実際は目と鼻の
先です。



休憩場

多摩湖の近くにある休憩所。
いびつな形ですが中はちゃんと日陰になっていて涼
しかったです。サイクリングで疲れた時はここで休
みましょう!



階段

先ほどの多摩湖の景色の反対側は下に降りる階段
が続いています。
上からではなくて下から撮ってみたんですけれど
、登るのは結構大変そうですね…



かわいい

サイクリングロードを自転車でこいでいたら
偶然反対側にこのような家？がありました。
全部手書きで書かれていてどれもすごく上手
い絵だと思いました。



ハト

西武遊園地方面から帰る途中にハトの大群が
いました。
特にえさがあったわけではないのに何をして
いたのか未だに謎です。
ハトに交じってカラスもいました!



空掘川

子供たちなどがこの川でよく水遊びなど
をして遊んでいます。
水不足な悩まされていて過去にも干上が
ったようです。
ちかい将来ここの川の水は無くなるとい
われています…
以前は汚かったけれど水質の改善で今は
魚が泳いでいる様子も見れます。



ひまわり

小平駅に向かう途中のサイクリングロードにヒマワリが咲いていました!
まだ完全には咲いていないけどこれから黄色いヒマワリが見れると思います！



ルネこだいら

小平市の中学校の多くが、ここで合唱コンクールを行います
。
大ホール、中ホール、レセプションホール、展示室など様々
な用途で利用できます。
また、催し物もたくさん開催されています。
外から見た建物が鏡張りなのも素敵ですね。



巨大ポスト

ルネこだいらにある巨大ポストです。
普通のポストに比べると倍くらいの大きさはあると思い
ます。
実際に投函も出来るようです。



あかしや通り

ここの通りでは毎年10月に小平市民祭りが開催されます。
子供たちのみこしから始まり、よさこい、ダンスパレードと続きます。
模擬店などもたくさん出店していて毎年かなりの盛り上がりです。



花

すごい背の高い花です。
名前は分かりませんが、このサイクリングロードには所々にこの花が咲いています。
きれいですがもうすぐ枯れちゃいそうです…



あじさい公園

名前の通りあじさいの公園です!
一面に広がるあじさいは見事です。様々な色のあ
じさいがあってとてもきれいです。
小さな池があり、そこではアメンボやオタマジャ
クシが泳いでいます。
3体の銅像があり、その3体については次のページ
で紹介したと思います。



あじさい公園の銅像1

作品名は「交通」
作成年は1930年です。
この銅像の作品名が交通ですが交通っぽくないですね…
何故か上半身裸だし…



あじさい公園の銅像2

また裸です…笑
あじさい公園は日本一ハーレムな公園かもしれませんね。
作品名は「農業」です
昔の人は裸で農作業をしていたのでしょうか？



あじさい公園の銅像3

んーって感じです。
ちなみに作品名は「少女立像」です。
下が写ってないのですが、この銅像は花壇の中にあります
。
あじさい公園には他にも池があったりと、決して広くはな
いのですが一度足を運んでみて下さい!



ピエロ

小平駅からサイクリングロードを3分ぐらい走るとこのピエロの銅像があります。
何かに驚いてるように見えるし、ただ空を見ているようにも見えます。
銅像一つから様々な表情を読み取るのも面白いですよね。



仔牛

仔牛というタイトルが付けられていましたが大人のような気がします。
脚の筋などもきちんと出来ているので完成度は高いです。
 



いのしし

親子のいのししでしょうか…
豚にも見えなくはないですがこ
れはいのししですね!
東京でもいのししが出る場所が
まだあるみたいなので是非みて
みたいです。

 



子供と仔鹿、海豚と子供

左側が子供と仔鹿で、右側が
海豚と子供です。
左側の人は子供というよりお
母さんという感じですよね。
左側のはどう見ても海豚には
見えませんね…
まぁ楽しそうで何よりです。

 



カバ

カバです。
可愛そうなのがこのカバだ
け手抜きで作られた感じな
んです。
顔から下の部分のつくり
がしょぼいですね…
治してあげて欲しいです。



自然化科学者

作品名「自然科学者」　制作年1953年
隣にある丸いのは何かはわかりません。
ただ、　何かを待っている様子はうかがえます。
カブトムシとかを取るのが上手そうな人です。



小平ふるさと村

小平ふるさと村は江戸初期から中期の建物を復元した開拓ゾ－ン、江戸後期の建物を復元した農
家ゾ－ン、明治以降の近代ゾ－ンと各時代の建物が並んでいます。
建物を通して小平の歴史に触れられるようになっています。月曜日はお休みみたいです。



七夕

七夕も近かったため、小平ふるさと村でも七夕の笹を飾っていました!



水車

小平ふるさとむらの水車です。
水輪の直径約2.7メートル、幅57センチ。毎秒10リットルの
水でゴットンゴットン回っています。

 



釜

小平ふるさと村の手にかかれば、釜戸
もこのように再現されてます。
小道具までしっかりと作られています
。今の時代は簡単に火が出るけど、
昔の人はこれで一生懸命火を焚いた苦
労を考えると今の環境に感謝したくな
ります。



居間

日本家屋の独特の雰囲気が心を和ませてくれます。
いろりや温かみのある電気の色が良い味だしてます!
残念ながら居間には上がれないようです。



うまや

馬小屋のようです。
馬はいないけれど、馬のエサや干し草はありました。
馬の絵が上手です!!!



遊び場

小平ふるさと村では昔の遊びも体験できるそう
です。
ベーゴマや竹馬が置いてあります。
今の子供たちはゲームばかりだけど、こういった
遊びに触れるという事も大事だと思います。



母屋

元回田町にあった神山家の母屋を移築した住内は
広いたたきの一部に台所と馬屋、囲炉裏を切った板の間、畳
敷きの座敷など江戸中〜後期の武蔵野新田の農家の姿が残っ
ています。
家の中全体は広いです!



かかし

小平ふるさと村にあるかかしです。
奥のほうにぽつんと立っていました。
少し寂しいような顔をしているように見えます。
周りに友達を作ってあげて欲しいですね。



たけのこ公園

名前の通りたけのこがたくさん植わっています。
近くの保育園の子供たちが遊んだりしています。
もちろん遊具もありそれなりに大きい公園です。
お花見やバーベキューをする人もこの公園を利用
したりしています。



たけのこ公園のおじさん1

すごい迫力です!!!
歴史上の人物にいそうですね
作品名「エゴイスト」です。たけのこ公園という所には三体の人の像があります。
なんで公園に設置したんでしょうね…



たけのこ公園のおじさん2

顔だけの銅像です。
怒っている顔ですね!頑固おやじっぽいです。
こんな感じのが夜中に出てきたら怖いですよね…
作品名「七十近し」
だいたい67歳ぐらでしょうか？



たけのこ公園のおじさん3

作品名、制作年ともに不詳です。
下の二人の人は寝ている訳じゃなさそうですね。
真ん中の裸で笛を吹いている人も気になります。
戦争の描写のように私は感じました。



ネコ達

サイクリングロードの道はずれにネコ達が
休憩をしていました。
見づらいですが、木の横の白いのもネコ
です。誰かがえさをあげているようで、ぱ
くぱくと食べていました。
人間にも慣れていて、近づいても全然逃げ
ませんでした。
とてもかわいいですよ!!!



小金井公園

小平市からも近い小金井公園の紹介もしたいと思います。
自転車の貸し出しもしていて、サイクリングも出来ます。
春には桜の木が咲き、この場所ではバーベキューもできます。
大自然に囲まれながらするバーベキューはいつもよりおいしいと思います。
機会があったら訪れてみて下さい。



江戸東京建物園

入園時間
は4月〜
9月：午
前9時30
分〜午後
5時30分
、10月〜
3月：午
前9時30
分〜午後
4時30分
入園料は
年齢によ
りバラバ
ラですが
そんに高

くはないです。

 



外から

外から見た建物園の風景です。
黄色い電車などは展示物のうちの一つです。
中では改装工事を行っていました。



すべり台

 



小金井公園の自然

小金井公園の自然です。
このような自然がたくさんあります。遊ぶ場所は少ないかもしれないけど
緑豊かな木々に囲まれて癒されてください!
 



汽車

小金井公園にある汽車です。
柵で中に入れませんでしたが、時間が合えば入れるみたいです。
本物のような作りなので電車オタクの人はぜひ!



カメ

江戸東京建物園の外にある池にカメがたくさんいました!
20〜30匹はいると思います。
最初は全然動かなかったのですが10分ぐらい待っていたら来てくれました。
泳ぐのはゆっくりだけど癒されますよ!



恋人

カメの恋人でしょうか…!
今にもキスをしそうな感じだったので写真を撮りました。
水中デートを楽しんで欲しいと思います。



最後に・・・

最後まで読んでくださってありがとうございます。
小平市の事はこれで少しは分かっていただけたでしょうか？
読んでくれた皆さんが少しでも小平市に興味を持ってくれたら嬉しいです。
 
 

終わり


