
 

 

 

 

  

平成 15 年 3 月例会 

｢木下の七福神パートⅡ｣を担当して 
例会リーダー  筒井寿一 

 

 当日は手配の雨用の昼食会場(300 円也)も無駄となり、143 名

の参加をもって予定どおり開催されました。江戸時代から続いた

七代目のそば「柏屋」にてソバをご賞味された方もいたと思いま

す。凛とした雰囲気と行き届いた家族的な店でしたでしょう。天

気も岡田武松風にいえば“天気晴朗なるもやや風強し”といった

ところで冬型の気候の為少々寒かったが、北風の無い里山はポカ

ポカ陽気、印旛高校・利根川の土手からはこの時期珍しく富士山･

筑波山が望めました。 

＊お詫び 3 題 

①：小生もう少しで週間サンデー毎日となりますが、意外と土日の休みの所が多く、情報収集

に事欠く昨今でした。調査不足の点ご容赦の程お願い致します。 

②：コース歩行で「スピードが早い、もっとゆっくり」との再三の注意、また距離が長くなり

長丁場の為最後の竹内神社の石段でやっと登った人、四つんばいで登った人、下で諦めた人あ

り。反省！！ 

③：解散の小公園では、「早くトイレに行かせろ……」との目・顔による訴えしきり。反省！！ 

＊お世話になった方 2 人（他にも多数あり、有難うございました） 

《米屋のおばちゃん》 

 下見の際、布佐河岸から始まる鮮魚（なま）

街道の相馬霊場観音堂の付近をウロウロ。古

いガラス戸で中が良く見えるお米屋さん（土

間と上り框があり帳場と電話・大福帳が置か

れた江戸時代を思わせる店）の奥を覗くと立

派な倉があり、おばちゃんが庭の手入れ。さ

っそく「倉を見せて」と頼み話し込む。倉の

案内その後帳場に案内され、お茶とお菓子で

数時間。茨城利根町からお嫁に来て亭主に先

立たれ、娘もニュータウン在住との事。店も

畳みたいものの昔からのお客がおり、なかな

か止められないようです。都合 4 回も訪問い

たしました。 

(次ページ下段に続く) 
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（１） 
北 総 歩 こ う 会 

      １． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 



 

         ふぁみりーウォーク 

※ この行事に参加する場合、事前の申し込み(連絡)等の必要はありません。 

 「ふぁみりーウォーク」の集合時間は、毎回午前９時００分です。参加費(100 円) 

  集合時間が出発時間ともなりますので、遅れない様にご注意ください。 

 

☆ H15.4.19(土) 清水公園から江戸川へ  

  約 8ｋｍ   (担当・川村 正弘) 

   集合：出発：東武野田線 清水公園駅    

  解散：東武野田線 野田市駅  

 

☆ H15.5.17(土 )  新緑の鎌ヶ谷寺社巡り    

約 8ｋｍ  (担当・小林 直之) 

   集合：出発：東武野田線 新鎌ヶ谷駅    

  解散：東武野田線 鎌ヶ谷駅   

      

☆ H.15.6.21(土) 里見公園からじゅんさい池へ  9km  (担当･中山 祐子) 

   集合：出発：JR 常磐線 松戸駅   解散:北総鉄道 矢切駅 

 

 

 

（1 ページ下段から続く） 

 亭主は隣の大地主の榎本家の番頭で、農地改革によ

り土地を分けてもらい倉をひとつ買い取り１00 俵用

に改築し米屋開業。ペルシャ猫が好きで子猫は売らず

にわけていたそうです。テレビにも出演したとの事…

…猫がです。一昨年９３歳の義母も亡くなったとか。

布佐・利根町の本当に色々なお話・出来事･情報を有

難うございました。 

《北千葉導水路管理支所のおいちゃん》 

 国土交通省北千葉揚排水機場。広く立派な建物・広

場。覗いて見たいと思えども案の定、日曜日は扉は閉

まりシャットアウト。中にはライトバン等数台駐車、管理者は居る模様である。正面大型車両

用鉄柵は鎖は有れど少々開く。えーいままよと侵入、そのまま管理事務所まで不法侵入。管理

室にて謝り無理を聞いてもらい、案内少々とパンフレットを貰い受け、門まで送って（追い出

され）もらいました。導水路の仕組みと大型テレビ監視画面を見るとムラムラと利根川‐手賀

沼‐江戸川ウォークの構想が浮かぶ。3/15 のふぁみりーウォークで手賀沼ポンプの見学が出

来るとは！！フラワーウォーク申し込み早すぎた。失敗！（例会担当……清水完浩・後藤章 ）   

創立 10 周年記念式典･祝賀会のご案内 

 

6/29 午前中は記念ウォーク、12 時～14 時、柏駅東

口 2 分ホテル･サンガーデンにて記念式典を計画し

ております。(参加費一人 5,000 円)会員の皆様には後日、葉書にてご案内申し上げます。服装

は何時ものウォーキングスタイルです。 

※問い合せ先  ０４―７１８８―４２９２ （小林 直之）19 時～2１時のみ 
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3/15 北千葉導水第二機場で勉強した 

北千葉導水路管理支所のおいちゃん 

         

      2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 



 

例 会 の 案 内 板 
 

 ☆ 5 月例会  緑の町 沼南を歩く   15km   （例会リーダー 市川 操） 

日 時／5 月 11 日(日)  9:00 

集 合／東武野田線 高柳駅(改札口より案内あり)高柳コミュニティ 

参加費／県内歩会々員無料・他県協会々員 300 円・一般参加 500 円 

解 散／ＪＲ成田線湖北駅・湖北台中央公園 14:30 頃 

○みどころ／ 沼南には、今なお緑豊かな自然が沢山残っている。福寿院観音堂・神明社（町

民の森）・ 総合体育館・静かな佇まいの金山の円林寺・手賀の丘等を結んで田園地帯を中

心に歩く。                    

☆ 6 月例会 創立 10 周年記念ウォーク  10 ㎞  （例会リーダー 後藤 章） 

日 時／6 月 29 日(日) 8:30 

集 合／ＪＲ常磐線 南柏駅 (改札口より案内あり)徒歩 5 分西口児童公園 

参加費／県内歩会々員無料・他県協会々員 300 円・一般参加 500 円 

解 散／柏駅東口 11:30 頃（創立 10 周年記念品を渡します。引換券をお忘れなく） 

○ みどころ／出発は日光裏街道を進み、昔小金原牧場の跡になる二重堀野馬土手を歩く。 

途中では日光裏街道を横断して諏訪神社に参拝する。大堀川は桜の植樹が進み、桜並木の花

見が出来る日も近い。高田近隣センターを通過して柏駅で解散。希望者は創立記念式典へ                  

 

  月例会コース提案のお願い    運営委員長 藤井 順一 

  会員の皆様、早くも平成 16 年度の事業計画策定に取り掛かる時期になりました。   

  当会は 7/26 の役員会で計画を決め、8 月に開かれる県協会傘下団体との日程調整に 

入ります。会員の皆様の希望や意見を取り入れたく思いますので、およそのコース・ 

良い時期などをメモして役員に渡してくれるか、事務局に郵送して下さい。採用され 

ますとコース担当リーダーが調査して実行いたします。 

 

 

 

新運営委員長ご挨拶 
藤井 順一 

 この度、当会の運営委員長を仰せつかりました藤井です。責任の

大きさに戸惑っているのが実情ですが、幸い副委員長の諸先輩方が

しっかりとサポートしてくれますので大変心強く思っております。 

 歩き始めてから今まで、「歩くことは楽しい事」をモットーに歩

き続けて来ました。今年から当会のテーマにもなりました「明るく･

楽しく・和やかに」は、まさに歩きの基本ではないでしょうか。皆

さんと歩いてきた体験の中から、共にこれからも「楽歩」「笑歩」

したいと考えています。 

 会員の皆様方の歩きやすい環境を作るためにも微力ではございますが、一所懸命勤めていき

たいと思います。  皆様方のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 （3） 

※例会行事問合せ先 ０４－７１４５－１６２０ 中山 弘 19 時～21 時のみ 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



“熱海と湯河原”観梅ウォークに参加      会員 市川 操 

2/23 テーマと土地に誘惑されて,身体が空いて

いたので参加することにした。勿論、誰も知人

がいるわけでもない。ただ１週間ほど前から、

天候が気がかりだった。最終的に決めたのは、

22 日の県協総会 W の帰りだった。9:00 伊東線

の来宮駅集合、私が着いたのが臨時の踊り子号

で 3 分前だったが、役員らしき人の他に 20 名

位の人数、一瞬アレッ！と思ったほどだったが、

手続きをして駅舎を一歩出ると気分は晴ればれ

した。桜が咲いている。メジロが蜜を吸いに集

まっている。桜には「熱海桜」と札が下がって

いた。そこに北総のネームをつけた紳士が一人、

言葉を交わすのは初めてだった。ウォークにつ

いて同様な意見を持っており内心嬉しかった。

結局 35 名程度のウォークで、当会のふぁみりー

ウォークの様な雰囲気でスタートとなった。 

雨の心配も無さそうである。先ずは熱海梅林

へ、25 分程の自由散策の時間が与えられた。次

は来宮神社、ここの大楠には大感激、思わず“ウ

ヮー”見れば樹齢 2000 余年、幹周り約 23m、高さ約 29m と記されていた。「他に生涯見る事

が出来るだろうか？」とさえ思うほどの感激に浸る事が出来た。熱海駅前を通り桃山、伊豆山

と山坂の道を MOA の梅林へ、この頃にはすっかり汗だくになっていた。湯河原海浜公園まで

降りて昼食の予定だったが、海の見える蜜柑畑の農道での遅い昼食をとることになった。伊豆

山では従来は国道に下りて海岸を歩いたそうだが、今回初めてという山道を歩かせてもらう事

が出来た。ここでは地元の一般参加の方が案内役を努めた。落葉を踏みながらの山坂は私には、

このコースの圧巻にさえ思えて彼女に内心拍手を送ったものである。会長さんも次回からもこ

れにしようと感心していた。湯河原の街に降りて梅林へはまたまた坂道が続く。いったん乾い

た背中もまた汗をかいてしまった。ここはまだ新しく梅の木も若いが紅、白しだれ梅が沢山植

えられている。広い山の斜面を生かして造られており数年先が楽しみな梅園になるだろう。雨

がポツリポツリ、湯河原駅へと急いだ。 

20kmのウォークも少し伸びたと思うが、だれる事も無く充実した価値あるウォークであっ

たと感謝しながら楽しく終る事が出来た。桜、梅、菜の花、水仙なども嬉しかった。帰りは鈍

行列車に乗った。また機会があったら参加したい。 

 

北総歩こう会の目標 明るく・楽しく・和やかに 略号…明楽和 

 

【編集後記】桜開花のたよりが届き始めて。昨年 3/31 の月例会では、庄和町の隠れた桜並木

を楽しむ事が出来たが、さて今年は何処の桜だろうか？         ――歩遊人――                                                     

編集担当 和田 武年  〒270-0121 流山市西初石 6-187-43   

Fax 04-7154-0170＆ E メールｍｏｏｎ＠ｍａｉｌ．ｗｉｃｓ．ｎｅ．ｊｐ常時 

   ℡090-9298-3794  18:00～21:00 受付 

     5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 

   ４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 
（4） 


