
 

 

 

 

  

平成 16 年 1 月例会 

本埜村の白鳥と房総風土記の丘     

例会リーダー  筒井寿一 

本年も楽しく愉快なウォーキングが出来ますよう、会員･役員の皆

様一致協力し、道に感謝して今後も安全と健康を目指して頑張りまし

ょう。 

例会当日の天気予報は「前日から当日明け方まで雪」と最悪でした。

事実、夕方には雪が降り始め「明日は中止かコース変更も」と覚悟し

ておりましたが、朝には止み日陰に若干の雪が見られる程度でした。

中止の問い合わせもありましたが無事に決行、176 名参加、天気も快

復し昼食も野外で寒い思いもせずに済ます事が出来ました。これも北

総歩こう会の前途を祝した伝説の龍の仕業と思われます。 

実は予定のコースを歩きますと２5 ㌔を越え,トイレも無い状態で、日も短い為残念ながら

割愛につぐ割愛でお約束のものも紹介出来なかったのが心残りです。3 年後を目指して新しい

別ルートでご紹介出来たらと張り切っておりますのでお楽しみにして下さい。 

ところで、当日手違いでマイクが無く野鳥・花・和華松・地蔵

堂等々ご紹介出来ず、また房総の村･農家・学習院・岩屋古墳・

坂田ケ池等々ゆっくり見学出来なかった事申し訳なく思ってお

ります。ぜひ、個人個人で季節毎に趣を変える風土記の丘・房総

の村・大和の湯を楽しんでください。例えば、下総松崎(しもう

さまんざき)駅の跨線橋から印旛沼が見えるのに気が付きまし

たか? 輝く印旛沼の上に夕焼けに真赤に燃える富士山が見え

る時が有るのです。感動ものですよ。 

今回も色々な方々にお世話になり、有難うございました。白鳥

の清水のおばちゃん、水屋の日暮さん、安食ト杭の店のおばちゃ

ん、大鷲神社の鈴木さん,ふれあいセンターの小野内さん、浅間

神社の農家のおばちゃん、色々楽しい話を有難う。なお 9 月に

19 番大師堂の前でおじいちゃんに子供の頃の楽しい楽しい昔話

をお伺いし写真を撮りました。それを引き伸ばし 12 月早々の下

見で届けに立ち寄ったところ、35 歳前後のお孫さん夫婦が出て

きて、11 月に突然亡くなられたとの由でした。夜店･芝居小屋・

闘鶏・さまざまな悪戯など昔懐かしいお話を今一度お伺いしたかった。

ご冥福をお祈り致します。 

また、1300 年前の白鳳の道再現のため、現在ボランティアによって不通部分の再生がなさ

れつつあります。3 月完成予定との事で楽しみです。(例会担当…渡辺肇幸・市川操) 
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       １． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

大師堂のおじいちゃん 

水屋の日暮さん 



 

 梅雨があけて暑さ倍増と言う感じですが如何お

過ごしですか。 

 先般は”北総歩こう会”十周年記念の催しご苦労

様でした。肩の荷が一つ下りたと言うところでは

ないでしょうか。発足当時は黒かったメンバーの髪がいっせいに白くなった

と言う印象でしたが、ご出席の方々の顔の明るさは以前より増したと感じま

した。和田さん達世話人の皆様の功績です。 

 流山、柏地域の”つくばエキスプレス”については既に報告の通りですが、

利根川の向こうから終点にかけては一体どうなっているのだろう？と言う

興味が出てきて、７月３１日朝６時半自宅を出発して全行程歩きで見て来ま

した。茨城県内は、流山より工事が進んでおり、小貝川手前の引込み線では、

長い編成の新車両を使って試運転が行われていました。例により 1/25000 の

地形図上にプロットしていく訳ですが、関東鉄道常総線との交叉は守谷駅で

すが、高架で通るつくばエキスプレスの駅舎骨組みと、開通当時のままの守

谷駅舎の格差が、50 年（？）と言う時間差を感じまことに印象的でした。 

 いずれ取り壊され新しいものに統一されるのでしょうか？ 県道 46 号線

の常総橋の上流約 500ｍの地点で小貝川を渡ります。谷和原に入ると、この

あたり一面は区画整理された真平らな水田地帯で農道が碁盤の目のように

通っており、線はこの中を斜めに突っ切り楢戸の台地に切通しで入って行き

ます。伊奈谷和原駅とは一体何処にあるのか興味の対象でしたが、切通し間

もなくのところでした。元はこのあたりは畑だったと思いますが宅地化され

るのでしょう、地形図上の道路は使えなくなっていました。常磐高速道は斜

めに地下トンネルで交叉します。国道 354 は下萱丸を高架で突っ切り島名へ

北上します。萱丸駅は 354 号のすぐ南に高架駅としてできるようです。どの

場所もそうですが、新線工事のため、地形図上の道路がしばしば廃止になり、

思わぬ迂回や引き返しが多く、時間予測が困難になってきたので通り馴れた

筑波市役所から例の万博記念公園への道を北上して日本自動車研究所の前

に出ました。従って島名駅の位置やその周辺の様子、更に新線が自動車テス

トコースを地下トンネルでくぐるか等については確認出来ないまま、研究所

の東側の蔦城青根に出ました。このあたりは高架で、蔦城小学校の裏を過ぎ

たあたりから地下トンネルに入り、中央通りの終着駅へとつながります。 

 中央通りは大工事の最中でした。ちなみに仮新駅名は、守谷ー伊奈谷和原

ー萱丸ー島名ー蔦城ーつくば（新駅名が決定）の六つの区間でした。 道路

を境に反対の筑波交通ターミナルから荒川沖行きのバスに乗りました。通常

ですとこのあたりでは 40 キロをきりますが、今回この地点で 48 キロ歩き

ました。しかし面白いことに、筑波山のふもとの例の小田を目指す 50 キロ

コース（会報 88 号に掲載）とそう大きくかけ離れたものではないことがわ

かりました。面白いものですね。では又。 （H.15.8.3 記） 

昨年の 8 月 3 日、会員の福原氏より手紙を頂

いた。彼は今年 3 月に実施される｢建設工事

中の常磐新線｣の提案者であり、自分で歩い

て下図も提出してくれた。 

会報編集者として原稿不足に悩む時、「この

手紙はいつか使える」と大事に保管しておい

た。本人のご了解を得て 3 月の例会を前に発

表し、例会が盛会になる事を期待する。 

         ――歩遊人――      

常磐新線の 

終点は? 

流山市在住会員 福原哲史 
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      2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 



例 会 の 案 内 板 
☆ 3 月例会 建設工事中の常磐新線見て歩き 16ｋｍ  （例会リーダー 早川 進） 

日 時／3 月 20 日(土)  8 時 45 分  団体歩行 

集 合／ＪＲ武蔵野線三郷駅 

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／東武野田線豊四季駅 15 時 30 分頃 

〇みどころ／平成 17 年秋の開通予定のため、現在急ピッチで工事が進められ、オオタカの

森の周辺もかなりの変貌を遂げた。一方流山百選の社寺はあまり変わらずにいる。建設工

事中の常磐新線の流山市内の現場を見ながら変わり行く自然、残される自然を見ながら春

の一日を楽しく歩いてみたい。 

 

☆ ＣＷＡ総会ウォーク  １１ｋｍ    

日 時／3 月 21 日(日)  集 合／総会：10 時 ウォーク：12 時 40 分  

場所／総会：幕張勤労市民プラザ（千葉市美浜区） ウォーク：海浜幕張公園花時計前集合 

 

☆ 4 月例会 桜三昧ウォーク   16ｋｍ   （例会リーダー 後藤 章） 

日 時／4 月 4 日(日)  9 時 00 分  団体歩行 

集 合／JR 常磐線我孫子駅北口徒歩 2 分ふれあい広場 

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／午後 3 時頃 東武野田線運河駅 

○ みどころ／松葉町の堀割沿いの遊歩道や近隣の公園の桜、柏の葉公園とその近辺の桜、 

仕上げは運河堤の桜、堪能してください。また普段は通る事の少ない緑地も歩きます。沢山

の鶯の鳴き声が聞かれるでしょう。お楽しみに。 

 

 

 

        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。 

  

☆ 2 月 21 日(土) 逆井・六実の自然を求めて   

約 8km (担当・小林直之) 

集合：出発：東武野田線 逆井駅     

解散：東武野田線 六実駅 

 

☆ 3 月 27 日（土） 早春の我孫子史跡巡り  

 約 8km  (担当・菊池 靖) 

ご注意：この月のみ第 4 週の土曜日です 

集合：出発：ＪＲ常磐線 我孫子駅    

解散：同じＪＲ常磐線 我孫子駅 

 

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

 

 

 

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

 （3） 

 

H.16.1.17 松戸の七福神 医王寺で 

 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



ほ ん の 一 言   ⑧   10/18 ふぁみりーW 

美しく歩ける ヒケツ！ 実技で！！                         

 昨夜来から集合場所が心配。「取手駅ではわからな

い！」というお叱りの電話がリンリン…。 

“甘かった”と後悔。 

 そして 10 月 18 日 ふぁみりーウォーク当日の朝、

Ｉさん、Ｔさんに取手駅西口へ誘導のお願い。役員を含

めて 41 名の参加者を前に、「田園風景あり、『地方へ来

たな』と感じさせる良いコースです」と出発式での関会

長の挨拶。「良く知っているなぁ」と思ったら、実は下見

に同行して頂いたのだった……。 

 井野公民館を素通りし、鹿島神社でウォーキング教室。石原公認指導員による実技。 

   ＊お互いの体のチェック 

   ＊歩いて下さい 歩幅を広げて 

＊背筋を伸ばして…… 

神殿から鳥居まで行ったり来たり、縦横無尽のウォーキング教室。実技の大切さを身に沁みて

感じた教室だった。 

 起伏の多い取手、念仏院へは近道し、そして長禅寺。解散式を行おうと思ったがなかなか皆

さん集まらないで三世堂・相馬霊場札所・一茶の碑等々境内の史跡を巡っていた。やっと解散

式を行い、次回の予定を川村さんに、そしてこのコースを共に作って頂いた向さんに拍手！！ 

明るい笑顔で楽しく歩き、和やかにおしゃべりをし、足取りも軽く取手駅へ。＜N 記＞ 

 

 ≪関会長に感謝状が≫ 平成 16年 1月 24

日（土）千葉県ウォーキング協会創立 25 周

年記念式典が開催されました。その会場で長

年の功績に対し当歩こう会の関会長に感謝

状が授与されました。 

≪ご寄付に感謝≫ 昨年 12/20 ふぁみりー

Ｗの会場で、柏市在住の会員、木下勝代さん

から通信用にと郵便切手を大量に（60 円切

手 500 枚）ご寄付いただきました。 

 

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】新しい年を迎えたと思ったら既に一ヶ月が過ぎてしまった。会員の皆様には歩け

の年間スケジュールに沿って既に動き出している事でしょう。今年は JWA 設立 40 周年記念

事業が多彩に計画されております。参加体験記をぜひ会報に投稿願います ――歩遊人――                                                     

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

Tel・Fax 04-7154-0170  E メールｔａｋｅｊｉｉ＠ｉｓｉｓ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ常時 

（4）    ４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 

     5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 

 相馬霊場巡り 1 番札所・長禅寺 

1 月 18 日例会 雪の白鳳道を歩く もうすぐ風土記の丘だ 


