
 

 

 

 

  

 

平成 15 年 9 月例会 

足立区の社寺巡りを担当して 
  

      例会リーダー 河野千代子 

 この 3 年間ＪＲ綾瀬駅からバス通勤の行き帰りの車窓から「神

明･六木遊歩道」の出入り口の看板を見ていて、「何時か途中下車し

て歩いてみたい」と時折マップを広げていました。足立区と葛飾区

の境にある中川・足立区と八潮市の境の垳川（がけがわ）・葛飾区

と三郷市の境の大場川、三つの川の交差点？から垳川添いに足立区

神明一丁目まで 2ｋｍ弱ほどの距離を 9月の社寺巡りのコースにぜ

ひ入れてみたいと思い案を練ってみました。 

 1 月 25 日の下見は、集合の東綾瀬公園から北へしょうぶ公園・東北へ梅園が素晴らしかっ

た大谷田公園･郷土博物館・佐野いこいの森緑地から中川へ出て西に「神明･六木遊歩道」へ。

狭い道ながら右手に垳川、左手に水車広場・虹の広場・風車広場・むくの木広場が有り各々ト

イレの清掃も行き届いておりました。 首都高速 6 号線をくぐり西へ東保木間のスポーツセ

ンター、保木間せせらぎの道、竹の塚彫刻の道、伊興遺跡公園へ。ここからは本番当日にご案

内の逆コースになり、北から「歴史と文化の散歩道」を南下しましたが東武線竹の塚の踏切を

越えて「一茶」で知られる「炎天

寺」で夕方 5 時となり地図が見

えなくなり、例会の距離として

も大幅に長くなりましたので次

回の下見に繋げる事と致しまし

た。 

 9月 14日当日は暑い日でした

が、233 名のご参加を頂き有難

うございました。上記前半のコ

ースは距離オーバーの為に東綾

瀬公園からすぐベルモント公園

方面へとなりましたが、何時の

日かこのコースもお役に立つ時

が来るものと祈っております。

（例会担当…成川定雄・吉田公

康・小原とよ子） 
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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 

     ベルモント公園内を行く参加者の皆さん 



 

例 会 の 案 内 板 
 

☆ 11 月例会 第 3 回相馬霊場巡り(3)  15ｋｍ   （例会リーダー 清水完浩） 

日 時／11 月 9 日(日) 9 時 00 分  団体歩行 

集 合／寺原駅（常磐線取手駅乗換え関東鉄道線の 8:25 発・8:36 発） 

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／15 時 30 分頃 

○ みどころ／先輩達が残してくれた当会恒例の霊場巡りは、3 巡目の第 3 日目である。 

今回は取手市･関東鉄道の近辺に点在し、数も多くて 19 ヶ所を巡ります。会員の皆様、多数

の参加をお待ちしております。 

 

☆ 11 月番外 創立 10 周年記念ウォーク 40ｋｍ  （例会リーダー 藤井順一） 

日 時／11 月 29 日(日) 7 時 30 分・団体歩行・ＩＶＶ有り 

集 合／ＪＲ常磐線土浦駅西口 上野駅６:０３発乗車が便利です 

参加費／一律 500 円･記念品有り 

解 散／ＪＲ水戸線岩瀬駅 16:30 頃 

○ みどころ／晩秋の筑波路（りんりんロード）を、明るく､楽しく、和やかに歩きます。時

速 5,5ｋｍ～6,0ｋｍで歩く団体ウォークです。自由歩行はありません。北総歩会の年間

完歩数には含まれませんが、北総会員は参加人数把握の為に月例会参加票を持参してく

ださい。北総歩会創立 10 周年記念特別行事です。 

 

 

        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。 

      

☆ H.15.10.18(土) 秋、取手の寺社を訪ねて 

約 8km (担当・小林直之) 

集合：出発：JR 常磐線 取手駅 

解散：同じ取手駅 

 

☆ H.15.11.15(土) 晩秋のむらさきの里へ 

約 8km (担当・川村正弘) 

集合：出発：東武野田線野田市駅 

解散：同じ野田市駅 

 

                         

 

 

※問い合せ先  ０４―７１８８―４２９２ （小林 直之）19 時～2１時のみ 

 

 

 

 （2） 

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

      2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

9/20 ふあみりーウォーキング教室･藤井講師 



世界を歩く ナイメーヘン(オランダ)大会に参加して 2/2  

松戸市在住会員 川島 邦彦 

4 日目(7 月 16 日) 

 朝アーネス駅に行くと岩崎氏・住谷さんにお

会いしました。今日は天気が良くて気温が 33℃

になる予想の為に大会組織では 50ｋｍ→4０

km に 40km→30km に変更するが､30km は変

更無しとなった。 

 午前 7 時にスタートする。今日も住谷さんと

一緒に歩いて頂いた。コースは緩やかなアップ

ダウンのある大変楽しいコースの中を歩く。途

中第 2 次世界大戦でカナダ軍隊が 3000 人戦死

した所を通過した。食事は午後に取り 1 時にゴ

ール、一杯のビールが大変美味しかった。 

5 日目（7 月 17 日） 

 前日と同じく、岩谷さんと住谷さんにお会いしました。天気は曇り一時雨との事で傘と雨具

を持って行く。今日も住谷さんと一緒に歩いて頂く。途中で住谷さんは友達と出会い、懐かし

さのあまり抱き合っていました。雨が降り始めて気温も下がり、雨具を着て傘をさす。食事を

1１時に取って午後１時３０分にゴールした。 

６日目（7 月 18 日） 

 駅で住吉さんとお会いし、今日は途中まで一緒に歩く事となった。最終日なので頑張って完

歩する事を目指す。スタート時間は午前 7 時 30 分、回りを

見ると足にあせもが出来たり豆が出来たのか足を引きずる

者が多く見かける。 

 天気が良いし風も丁度良く吹いている中を歩く。50km･

40km･30km の最終合流地点の前の人家で食事をする。 

住谷さんと別れていよいよパレードに参加する。日本より

持って来た国旗を棒に結び行進に入る。人口 13 万人の町に

4 万人の歩く仲間と 20 万人の応援者・見物人が集まるオリ

ンピックの中を私は胸を張って行進する。多くの人々が私の

持っている国旗を見ると「コンニチハ」「アリガトウ」など

声援してくれる。正に私はオリンピックのマラソン選手と同

じ気持ちになっている。私は「ハロー」と大きな声で声援に

応える。正に私は今ヒーローになった気持になり人生最大の

喜びを感じて歩いている自分がいた。 また大会に参加したいと思いました。勲章を貰い自分

一人でビールで乾杯しました。 

7 日目（7 月 19 日） 

 大会を終わりアーネス駅よりスキポール空港に行く途中で、四国の先生とお会いしいろいろ

と話しました。この中で、「こんなに良い大会を一人でも多くの人々に経験してもらいたい」

との話が出ました。スキポール空港より成田に向けて飛び立ちました。 

8 日目（7 月 20 日） 

 JAL にて成田に到着しました。最後になりますがナイメーヘンに関する情報が必要な方は

連絡してください。私の知っている限りの事をお知らせいたします。 

                           （終わり・7 月末に記す）   

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

 （3） 

（4） 



ほ ん の 一 言   ⑥   6/21 ふぁみりーW 

“歩け”に地図を読む楽しを！                        

 ＪＲ主催の『駅からウォーク』？の受付とバ

ッタリの松戸駅西口広場。先方は 1000 名規模

の参加者にゴッタ返している。北総は案内役の

黄色いジャンパーが唯一の目印。出発式もそこ

そこに暑い暑い松戸駅を出発。15 年 6 月も 21

日(土)梅雨どき。 

 坂側沿い､緻密に計画され､考慮のあとがう

かがえる、今日は中山(祐)さん苦心のコース。

途中、江戸川土手の見える上矢切‘坂川親水広

場’でトイレ休憩。そこで新役員石原洋二さん

(松戸市在住)の〃ほんの一言〃。 

 《……歩けには地図を準備してくれるが、その見方を知る事も歩けを一層楽しくさせる》 

とふあみりーなのにザックにいっぱいの資料を

取り出し、地図の縮図・種類から始まって『…記

号には建物・畑・水田・地形・社寺・送電線 etc が

解るようになっている…。今､自分が立っている

近くの目標物を探す事。腕時計の短い針を太陽に

向けて 南の方向…etc。』暑い中、唯一人黄色い

ジャンパーをキチンと着ての熱弁に頭が下がっ

た。 

 役員も含め 66 名、遠々と？里見公園を目指し、

早く日陰が欲しいとの一心で歩いた。 

＜N 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 

＊創立以来 10年の歩みを綴った記念誌も発刊されました。国土地理院の 

承認を得て地形図も入れた永久保存版です。今後のウォークに役立てて下

さい。8月の例会から会員全員に配布しておりますので、会員証を明示の

上お申し出下さい。10周年記念品も未受け取りの方はどうぞ。 

なお記念誌･記念品の配布は 10 月の例会を最終回と致します。以降未受け取りの方で送付を

希望される方は 80円切手 4枚同封の上事務局まで申し出てください。受付〆切は 12月 20ま

で 

 

【編集後記】9 月の例会に参加して初めて西新井大師に参拝した。都内には名前は十分に知っ

ていても行った事の無い場所が沢山ある。足立区に、これほど多数の社寺が有った事も驚きだ。

10 月、ウォークにハイクに外に出て実りの秋を楽しもう。健康に感謝して。――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 

 

お知らせ 

6/21 坂川親水公園でのウォーキング教室 

 

創立 10 周年記念祝賀会スナップ写真集 

   ４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 


