
 

 

 

 

  

平成 15 年 4 月例会「小貝川の花を見て歩き」 

桜の花の季節の例会を担当して 
例会リーダー  成川定雄 

 4 月 6 日の例会を担当する事になった時から、桜の花の下を歩

きたいと思ってきました。 

 この季節の例会を担当するときは、開花予想と天気予報が気に

なります。今年の開花は 3 月 30 日頃、それプラス 1 週間で満開

という予想が出て、先ずは一安心。ただ桜の満開時期は天気の良

い日が少ないのが気掛かりでした。 

 案の定、例会前日にも春の嵐があり、桜の花が散ってしまった

のではないかと心配しましたが、当日は風こそ強かったものの、

青空の下「さくら荘」にて満開の花を見る事が出来て良かったの

ではないかと思っております。 

（例会担当……岡崎千代子・早川 進） 

 

 

☆☆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･祝賀会を計画しております。会員の皆様には、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ので、記念ウォーク終了後にそのまま参加できます。 

参加費一人 5,000 円は記念ウォーク朝の受付の時に集金いたします。 

ぜひ！！会員多数の方のご参加をお願い申し上げます。 
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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 

さくら荘前の桜のトンネルを行く 

  高源寺の地蔵けやき前を進む参加者  さくら荘前の桜のトンネルを行く参加者の皆さん 



         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。 

 

☆ H15.5.17(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   

約 9km  (担当･中山 祐子) 

   集合：出発：JR 常磐線 松戸駅   

 解散：北総鉄道 北国分駅 

 

 

ほ ん の 一 言     

『カワセミ』に魅せられて     2月 15日ふぁみりーウォーク 

 下見した時、逆井駅に適当な集合場所が

無く、コース担当の鈴木さんの発案で逆井

駅コンコースを借りての出発式。関会長挨

拶。コース説明のみで出発。 

 2 月にしてはおだやかで暖かい日和、参

加者 48 名。タイトルを忠実に歩く。古道と

共に。南部老人福祉センターでトイレ休憩

後は大津川を左右に眺めて下る。 

 「万一雨でも降ったらこのコースは歩け

ない」と前夜まで気をもんでいた鈴木さん。

でも、この好天に胸を撫で下ろしたとの事。 

 増尾城址公園広場にて中山弘 新副会長

兼事務局長からの「ほんの一言」は……「K

さんの大好きな 3 つは、歩け・アルコール・孫だそうです。仲間と一緒に楽しく歩ける事が出

来る幸せを続けていけるのも、一つにはふぁみりーウォークだと思います。今後とも皆さんと

続けて行きたいと願っています。」と述べてくれた。 

 その後ひたすら大津川下り。その時“ハッ”とどなたかが“アッ！カワセミ”と叫んだ！。 

川の杭の上にちょこんと止まっていた。魅力的な色合いをしたカワセミが。やや暫く足を止め

感嘆！こんな日も有るんだ。やっぱり 歩く事は楽しい―――。 

 戸張始発バスで即、出発。それに乗り込む人,歩いて柏駅へ行く人と二分。そんな訳でコー

ス担当された鈴木さんに”お疲れさん！”も言えずごかんべんを。   ＜N・記＞ 

※問い合せ先  ０４―７１８８―４２９２ （小林 直之）19 時～2１時のみ 
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 2/15 増尾城址公園広場でのウォーキング教室 

      2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

4/19  野田・醤油蔵の脇を歩く参加者 



 

例 会 の 案 内 板 
 

☆ 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 出発前に記念品をお渡しするので早めに来て下さい。 

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 周年記念品の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西口第一公園で解散。希望者は創立記念式

典へ 

 

☆ 7 月例会 ビール工場見学ウォーク 10ｋｍ   （例会リーダー 清水完浩） 

日 時／7 月 13 日(日) 9:30    

集 合／ＪＲ常磐線取手駅乗換・関東鉄道 戸頭駅 

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／16:00 頃 

○みどころ／戸頭から木陰を歩き、梅作公園、浅間神社をへてアサヒビール工場へ。見学予

定は 14:30 からです。暑さが予想されます。充分な水のご用意をお願いします。 

 

 

 

  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。 

 

 

＊ 3万 5千キロ達成……2/8現在で、会員の吉井 孝さんが達成。 

＊ 2万 9千キロ達成……3/21現在で、会員の藤井順一さんが達成。 

＊ 2万 4千キロ達成……3/19現在で、会員の今井誠一さんが達成。 

 

＊日本ウォーカー金メダル受賞……3/15～16 の南房総フラワーマーチにおいて、当北総歩こ

う会々員である西川ちよ氏が受賞しましたので報告致します。西川氏に受賞の感想を聞いたと

ころ「歩き始めて約 10 年になります。この間何度も止めようと思いましたが、良きお友達に

恵まれその都度、頑張れ頑張れと励まされ、何とか今日を迎える事が出来ました。誠に感慨無

量で御座います。沢山のお友達･歩けの先輩・そして家族に感謝いたします。皆さんどうも有

難う御座いました。」と述べられました。（関会長 記） 

 （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 



歩こう会の参加冥利 （3 月 9 日木下の七福神ｺｰｽ） 

松戸市会員  鈴 木 康 正 

連日続いた冷たい強風がこの日ばかりは静まるな

か、雑踏の片隅にひっそりと物静かに佇んでいる神

社・仏閣・地蔵尊 等 を巡って歩いた。コースは常

日頃の競争社会での周囲の煩わしさをさらりと忘れ

させてくれる何とも言えない爽快な気分に浸る事が

出来たので、この素晴らしいコースを組上げ，案内

して下さった役員の方々にお礼申します。 

日本国中、由緒ある古い神社･寺院等が、観光客目

当ての色彩を塗りたぐり、安直な仏像を並べ置く世

相のなか、僅かな檀家・信徒、地域の氏子・篤志家

に見守られ、素材のまま何の飾り立てもせず素朴さそのままを維持されてきた 建物・仏像・

石碑 などの姿を眺めていると 200 年・300 年・400 年前の時代に、自分がそこに今生きてい

るような気分を味わせてくれる何かを感じさせてくれました。 同じものを観ても、受取る人

の感受性がさまざまで殆ど興味をもたない人もいるでしょうが、自分にとっては普段省みるこ

ともない身体の内にある遠い遠いご先祖様と対話が出来るような気がしてくるのです。 

訪ね巡ったなかでも、＊地蔵寺 地蔵堂熊野神社，その境内にある鐘撞堂、 ＊徳満寺，別院・

奥の院等の彫刻・像が風雨に晒され，埃をかぶったままの姿ながら参詣者を見廻しながら、こ

の建物は自分が守り，お参りに来る人々に幸を与えてくれるような威厳と慈悲の彫り物にみと

れてしまう。 

特に ＊竹袋稲荷神社へ行くまでの細い細い林道を歩いた時は、積み重なった腐葉土・落ち

葉を踏みしめると何ともいえない大地の息吹きが靴底を通して足の裏から感じられ、日本の太

古からある「鎮守の森」を小さく小さくしたような自然の営みをわずかな時間でも享受できた

ことは何と素晴らかったことか。 

100 年/200 年を経た樹木を見やりながら歩いていると、互いの木々の根幹は微動だにせず

立っているのに頭上を見上げるとお互いの梢同士の枝葉はさわさわと囁き・語り合いながら揺

れ動いているさまを見ていると、これが日本の歴史・文化を育み見守ってくれた風景だと肌で

感じられた。 

１個人の主観・趣向からだけで申すのも面映ゆいが、このコースを企画して下さった役員の

方々の並々ならない史実調査に頭が下がる思いです。頂いたコース地図と共に記述されている

立ち寄り先の神社・仏閣・史跡等の克明な説明からも、多くの時間と労力を費やされたことが

窺い知れました。当日その場での挨拶もいたさなかったもので、紙上をもって御礼申し上げま

す。 （平成 15 年 3 月 16 日・記） 

 

北総歩こう会のモットー明るく・楽しく・和やかに略号…明楽和 

 

【編集後記】最近、心に残った短い言葉を 2 つ『人生を 10 日に短縮してみれば、晴れた良い

日はたったの 2 日』 『つらくても 登っている方がいい 人生の階段』  ――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） 

    竹内神社の子づれ唐獅子 


