
 

 

 

 

  

平成 16 年 10 月例会「おもしろ半島ちば七廻道めぐり・水辺コース」 

手賀沼周遊ウォークを担当して     

例会リーダー  藤井順一 

  大会前々日は台風２２号の襲来をうけ被害が心配されました

が、幸い大したこともなく大会当日は台風一過の上天気になるか

と思いきや、豈
あに

図
はか

らんやスタート前から雨になり参加者の皆さん

は公園の小さな東屋で肩寄せあっての雨宿り、雨中の出発式にな

ってしまいました。                

  手賀沼をゆっくり楽しんで歩いて頂くためにも自由歩行が最

適で、10km・20ｋｍの 2 コースを設定し、10ｋｍコースについ

ては例年手賀大橋の左側歩道を行きましたが、今回から右側歩道

に変更したことにより対岸にある水の館周辺の散策がしやすく

なりました。20km コースについては手賀沼南岸の蓮の群生地先

からが工事中のために、企業者の柏整備事務所と関会長が交渉を重ねてきましたが、残念な

がら迂回コースを余儀なくされ、せまい車道を歩くことになり、参加者の皆様にはたいへん

なご迷惑をかけてしまいました。 しかしながら工事中の箇所もやがては手賀沼ふれあい緑

道として整備がなされ更に歩きやすいコースに生まれ変わるのではないのでしょうか？  

  手賀の丘公園内は「例年コースがわかりにくい」

と指摘があることから、当初は各所に誘導員を配置

する考えでしたが、その人員を迂回コースに回した

ために、公園内は矢印や桃太郎旗で対応し更にコー

ス途中の染井入落橋では手賀の丘公園の詳細図を配

布しトラブルの無いように配慮をいたしました。 

  雨も午前中で上がり曇天の中を「明るく、楽し

く、和やかに」歩いて頂いたのではないのでしょう

か？反省会では建設的な意見も多く、更に今後の運

営のなかに積極的に取り入れようと考えています。

いずれに致しましても参加者の皆様方と役員各位の

ご協力により事故もなく大会が無事終了し安堵して

おります。 

  特に参加者の皆様方には連休中のいろいろなイベントがあるなかを、２８６名の多数の参

加を頂きまして有難うございました。 いつもお世話になっている手賀沼は平成１２年度ま

で連続２７年間水質ワースト１位でありましたが、平成１３年度ではようやくワースト２位

に下がり、平成１４年度では不名誉なワースト５位以内からも脱出できました。最後に手賀

沼の浄化がさらに進むことを願っております。  （例会担当…役員全員） 
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       １． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

8 歳の少年も 20 キロコースに参加 



 

 

 

北総歩会員になってひと昔           大田区在住会員 荒井 三枝子 

 10 年ひと昔と言いますが、早いもので私が北総歩の会員になって 11 年が過ぎよ

うとしています。 この会を知ったのはひょんな事で？「ウォッサ」という雑誌を見て本土寺

の紫陽花の花に惹かれ、「何か楽しそうだな」と思って主人と参加したのが、今思うと処女ウ

ォークでした。 リュックにウォーキングシューズで颯爽と歩かれる皆さんに、軽い散歩のよ

うな格好の私達はすっかり圧倒されましたが、無事ゴール出来て充実感を味わいました。 

 その時、何人かの方に「この会は歩こう会」だという事、入会の仕方から会の内容を親切に

教えていただいたのです。即入会しました。 途中、母二人の介護などで、思うように参加出

来ない年も何年かありましたが、顔見知りになった方々や優しい役員さん方のお陰で続いてお

ります。 『健康のためなのだから無理はしないで』と思いつつ、“やっぱり年間完歩賞も欲

しいのよ”と揺れ動く昨今です。 長距離恋愛ならぬ県外長距離通勤ウォーキングで、これか

らも続けていきたいと思います。  （H16.10.26.記） 

 

腰痛撃退の為に始めたウォーキング      流山市在住会員 横尾 光史 

 北総会に入会して早いもので 9 年目になりました。入った動機は、定年直後腰痛に

なり約 3 ケ月整骨院にて治療して治りました。「再発防止のために何かないか」と考

えていたところ、知人より北総会のことを知り妻と共に入会させて頂きました。 

 最初は妻の方が熱心で私は引きずられ参加していた次第でありますが、妻との趣味が一致す

るものが歩く事以外に無く、また腰痛もひどくなると言う事も無くなったので次第に歩く事に

熱を入れる様になりました。 今では毎日曜日には必ず妻と共にウォーキングを楽しんでいま

す。 北総会の役員の人達にはいつもお世話になり、会員の皆様と共に楽しく歩く事が出来る

事を妻と共に感謝しております。（平成 16 年 10 月・記） 

 

 日本スリーデーマーチが初体験           会員 Ａ男 

北総歩こう会の役員の皆様、毎月ウォーキングコースを詳細に渡り企画し

て戴き本当に有り難う御座います。毎回楽しく参加させて頂いています。 

 若い頃は山登りをたしなむ程度やってきましたが、社会人になってからは仕事に追われ年に

何度かの家族旅行に行く位で、長時間歩く事は殆んど有りませんでした。さて、歩くようにな

ったきっかけは、友人から埼玉県東松山で「日本スリーデーマーチ」の開催を聞き,10km コー

スのウォーキング大会に参加したのが最初です。毎年 11 月上旬の 3 日間の期間で延べ 8~10

万人の参加があり、市をあげて取組んでいる為、小中学校を休校にし沢山の子供達や外国の人

達も参加している事に感動しました。私は昨年まで 10 回ほど参加しております。 

 現在、北総歩こう会について別に要望する事はありません。今後も参加出来る時は出席した

いと思いますので宜しくお願いします。（平成 16 年 10 月・記） 

 

 歩きはリハビリ                 会員 Ｂ女 

会報 124 号投稿の吉井様同様、私も左足と腰に障害が有り、手術する程で

はなく「仲良く付き合いなさい」との診断を受けております。同じ姿勢でい

る事が苦痛で、「歩き」が私にとって「楽」でありリハビリになっているのかと思っています。

役員の方々に感謝しつつ細々続けてきた結果、歩友との関わり、自然の中での様々な恩恵。 

最近、計画を立て他の行事に参加する楽しみも知り、惚け防止にもなっているのではと、自

負しているところです。（Ｈ,16,10,29,記） 
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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 
 

☆ 12 月例会 相馬霊場（4） 15ｋｍ   （例会リーダー 森 禎之） 

日 時／12 月 12 日(日) 9:00 団体歩行 

集 合／JR 常磐線 天王台駅 徒歩 3 分柴崎台中央公園 

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／JR 成田線 湖北駅 15:45 頃 

○ みどころ／当歩こう会恒例の霊場巡りは、3 巡目の 4 日目である。1 年の締めくくりと

して、我孫子側の無量院・西音寺・法岩院など 10 ヶ所の札所をお参りします。 

 

☆ 平成 17 年 1 月例会 流山七福神巡り（１）15km （例会ﾘー-ﾀﾞー 早川 進） 

日 時／1 月 15 日（土） 9:00 団体歩行 

集 合／東武野田線 豊四季駅 JR 常磐線 柏駅乗換が便利 

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 江戸川台駅 

○ みどころ／流山七福神は 1 回に廻るには距離が長過ぎる為、今回は流山市北部にある弁 

財天・福禄寿・毘沙門天を祭っているお寺を廻って歩きます。あわせて昨年完成した流山市

のリサイクルプラザを見学いたします。途中の道端にはところどころに庚申塚、馬頭観音な

どが見られ、また流山百景のうち幾つかの神社にも立寄る予定です。 

 

 

 

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 

 

        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 9：00 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。 

 

☆ 12月 18日(土) 年忘れ取手を訪ねて 

約 8km (担当・小林直之) 

集合：出発：ＪＲ常磐線 取手駅     

解散：JR 常磐線 取手駅 

 

☆1 月 22 日(土) 年初め松戸の七福神 

約 8.5km （担当・中山裕子） 

集合：JR 武蔵野線 新八柱駅 

解散：JR 常磐線 松戸駅 

 

 

 

 （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 

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

 

 

 

10/16・千葉大学園芸学部で勉強中→ 

 



  ある日ある時あるウォーク  東国３社めぐり（2/2）      

我孫子市在住会員 渡辺肇幸 

息栖神社鳥居へ戻り、これから行く方向、すなわち常陸利根川左岸の方向を見れば、約１キ

ロ半先に息栖大橋、その右手に利根川（本流）にかかる小見川大橋が見えます。この一帯では

常陸利根川と

利根川は並行

して東南へ流

れています。こ

の二つの橋は

交通量が多く、

トラックがび

ゅんびゅんと

走っています

が、歩道がつい

ているので安

心です。息栖大

橋、続いて小見

川大橋を渡り、

利根川右岸に

出ます。この地

点に 12:45 着で約 18 キロ。 

ここが思案のしどころです。もう歩きたくなければ、歩いてきた道を直進、小見川の町に入

り、左折すれば約２キロで成田線小見川駅に出ます。今回はそうせず、右折し利根川右岸を北

上します。ここから津宮の鳥居まで約９キロが利根川特有の退屈な歩きになります。強い向か

い風に遭遇すれば、大変難儀をするところです。歌でも歌いながら歩くのが良いでしょう。数

年前の話ですが、先日亡くなられた菊池元会長に、午前中その左岸を歩いた外浪逆浦を一周し

た話をしたところ、「昔、自分も一周したよ。最近はそういうウオーキングをやる人がいなく

なったなぁー」との事でした。 

関東自動車道利根川橋をくぐり、続いて鹿島線の下をくぐり、香取の町を左に見て、更に直

進すれば、津宮の鳥居に出ます。14:40 着、ここまで約 27 キロ。これから皆さん「佐原水ウ

オーク」でよくご存知の道を通り、15:10 香取神宮に到着しました。ここまで約 30 キロ。本

殿参拝後門前の茶店でコーヒーに団子で、道中の無事を東国３社の神々に感謝しつつ、一休み。

今来た道を戻り、香取駅へ向かいました。このコースは一部退屈なところもありますが、東国

３社を取り込んだなかなか興味深いコースです。皆さんもぜひ歩いてみてください。（おわり） 

地図：国土地理院 佐原東部、潮来、常陸鹿島、神栖、以上いずれも二万五千分の１。 

 

【編集後記】前号 124 号で社本氏から頂いた「年間完歩賞改定異議あり」の原稿が歩け新聞 

に投稿したものだと紹介しましたが、JWA のホームぺ－ジ内「おしゃべりコーナー」への投 

稿でした。お詫びして訂正いたします。小生もこのコーナーにアクセスしてみましたが結面 

白かったですよ。125 号は 10/11 実施の月例会参加者の方、数人に往復はがきで原稿を依し 

たところ賑やかなページが出来ました。これからも「ほゆう」は会員皆様の雑談・おしゃり 

の場として編集いたしたくご協力の程お願い申し上げます。 －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 
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   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 

 

香取神宮 息栖神社 


