
 

 

 

 

 

平成 1７年 9 月例会 

「房総の自然を訪ねて」を担当して                                                                                                                        
例会リーダー  筒井 寿一 

 今回も成田線と言う事で“房総の自然を訪ねて”のコースリーダーを

仰せつかりました。いかんせん成田の先へは我孫子廻りは交通の便が悪

く、半日でちょこっと下見と言う訳にいかず、また日程調整にも苦労致

しました。以前、東総歩こう会・

ちば歩こう会で滑河観音・小御門

神社・楽満寺・ゆめ牧場・フレン

ドリーパーク下総など訪れた事が

あり、印象に残っておりました。

改めてコース下見をし、役場・文化財・みどころ調査を

致した訳ですが、まとまりがつかないうちに当日を迎え

資料紹介が充分にいかず残念に思っております。 

 昼食場所の楽満寺では本堂を開けて頂きましたので、

沢山の絵馬の見学が出来ました。本当に綺麗でしたね。

有名な天保年間の絵馬をご覧になりましたか？また滑河観音の左甚五郎作といわれておりま

す馬の絵馬もお忘れなく。 

 建武の中興後醍醐天皇の

寵臣藤原師賢の遺跡・南朝

十五社の一つ小御門神社と

森の歴史。今回は下総町立

歴史民族資料館の館長さ

ん・小御門神社の神主さ

ん・楽満寺の住職さん・滑

河観音御朱印所のおばさん

には特にお世話になりまし

た。有難う御座いました。 

 当日は猛烈な暑さにびっ

くり、帰りの駅での猛烈な

風雨にびっくり、衆議院選

挙の自民大勝にびっくりで

した。 （例会担当：渡辺 

肇幸・川島 邦彦） 
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       １． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

瑞栄山楽満寺の女人絵馬 

首都圏自然歩道・急階段を登る 



 

 

 

 北総歩こう会会員として    松戸市会員 Ｂ女 

 編集ご担当の和田様より過日、「身近な会報作りに協力を」との依

頼がありまして、会員の一人として放談いたしました。 

 北総歩こう会に入会して足かけ 6 年になります。私は元々山歩き･ハ

イキングが大好きでした。待望の富士山にも登山出来ました。夏は少し高

い山、冬はハイキング程度の低い山歩きをして高山植物の色鮮やかな美しい草花との出合を楽

しみました。しかし加齢と共に体力の低下を感じ、山への足が遠のいておりましたので｢山登

りもウォーキングも歩く事に変わりは無いな｣とウォーキングに切り替えました。 

 ウォーキングの原点は「何時でも・何処でも・誰とでも出来る」

身体に優しい運動だと思います。北総歩こう会の例会・ふぁみり

ーウォークと楽しく参加させて頂いております。ふぁみりーウォ

ークの時にはウォーキング教室や地図の見方など大変勉強にな

りました。ありがとう御座います(役員様)。また創立 10 周年記

念も終わり、色々なエピソード・歴史を残して次の 20 周年へと

新たな歴史を刻み、北総歩こう会の発展をお祈りします。全ての

役員の方々に重ねて御礼申し上げこれからも会員の皆様と共に、安全で楽しく満足得られる素

晴らしいコースを歩かせて下さる事を望んでおります。 (平成 17 年 8 月記) 

花火歩行       柏市会員 A 男 

 夕やみの中を江戸川の土手に上ると、後に松戸の花火、前

に市川の花火が見え、常磐線をくぐると市川の花火の音も聞

え出し、どんどん大きくなってきました。今回の例会の主題

は“満天の花火の中をウォーキング”と気付きました。タイ

ミングのずばり合った素晴らしい企画を、ありがとうござい

ました。 

 明石の事故以来、花火大会の警備は厳重になっており、1

週前の浦安ウォークでは、警備の都合上途中で止められて予

定コースをスキップしていました。今回もかなりの人出でしたが、トラブルも無く楽しく歩け

ました。 

要望･･･食事時間を取らない事をアナウンスして欲しい。（ほゆう or 出発式等で） 

    弁当を持って行ったのですが食べそびれてしまった。解っていれば適当にとる。 

質問･･･会のシンボルマーク（バッチなど）の由来、ねらいを教えて下さい。 

   （ジャンプしているのはイルカ？？）    （平成 17 年 8 月・記） 

 

事務局から回答･･･会の発足準備委員会は平成 4 年当初から菊池維平氏（初代会長･平成 16 年

6 月没）の地元に在住する役員候補集めから始められました。会の名称は当時普通につけられ

ていた既存の東総歩こう会・上総歩こう会にならって「北総歩こう会」と決まりました。シン

ボルマークについては地元「手賀沼に躍動する鯉」をイメージするマークが出来ないか協議を

重ね、発足準備委員の菱和吉郎氏（平成 10 年７月没）が友人にデザインしてもらった現在使

用されているマークを、無償で提供して頂き採用されました。 
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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 
 

☆ 11 月例会 神田川(上流)と寺町 16km    （例会ﾘー-ﾀﾞー 河野 千代子） 

日 時／11 月 20 日（日） 9:00 団体歩行 

集 合／JR 中央線吉祥寺駅公園口徒歩 5 分 井の頭公園・屋外ステージ 案内有り 

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／京王線千歳烏山駅 14:30 頃 

コース／井の頭公園→宮下公園→塚山公園(昼食)→岩崎通信機ガーデン→千歳烏山駅 

○ みどころ／井の頭池は江戸の上水道神田上水の水源、そして開削された堀が神田川であ

る。烏山寺町は関東大震災で被災した 26 ケ寺が移転して来て集まり、周辺の市街化が

進む中でこの一角だけは静かなたたずまいを残している。歴史探訪コースである。 

 

☆ 12 月例会 望年ウォーク  17ｋｍ    （例会ﾘー-ﾀﾞー 成川 定雄） 

日 時／12 月 11 日（日） 9:00 団体歩行 

集 合／東武野田線 清水公園駅 （案内あり） 

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／つくばエキスプレス 柏たなか駅 15:00 頃 

コース／ 清水公園駅～野田市内～柏たなか駅 

○ みどころ 野田市の古き「将門伝説その他」を訪ねながら、新しきつくばエキスプレス

「柏たなか駅」を目指してのウォーキング。 

 

 

 

 

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。 

 

11 月 19 日(土)八柱駅から晩秋の千駄堀・金ヶ作へ （担当：石原 洋二） 

･･･路傍の石造物を探しながら･･･約 8.5km  

集合：新京成線八柱駅北口 

（ＪＲ新八柱駅ご利用の方は、新京成の 

階段を上がり反対側に降りて下さい） 

解散：新京成線常盤平駅 

                 

☆ 12 月 17 日(土) 利根町の史跡巡り  

約 7km （担当：小林 直之） 

集合：JR 成田線 布佐駅  

解散：JR 成田線 布佐駅 

 

 

 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

 （3） 

 

 

9/17 興福院公苑墓地を行く 

※例会行事問い合せ先  ０４―７１４５―１６２０ 中山 弘 19 時～2１時のみ 

 

 

 

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 



 

  

 千葉県ウォーキング協会（CWA）は、平

成 17 年 7 月 20 日(友引の日)千葉地方法務

局へ NPO 法人設立登記を申請、受理され

ました。その後、千葉県知事ほか関係役所

への届出も済ませ 9 月 3 日(土)ホテルグリ

ーンタワー幕張で、NPO 法人として初の臨

時総会を開催、設立が報告されました。 

 当日は北総歩こう会の関会長が議長に選

出されて、 

① 千葉県ウォーキング協会の解散に

伴う清算報告と監査報告 

② 特定非営利活動法人（NPO 法人）

千葉県ウォーキング協会の設立の経緯と財産 

③ その他  

 以上 3 議案について報告討議され、了承されました。 

 その後、会場を移して設立記念懇親会が開催され、千葉県のウォーキング活動を支える県下

各地のキーマン達との親睦が行われました。(H17.09・和田記) 

 

【編集後記】今年の中秋の名月は良い天候に恵まれて、綺麗な月見が出来ました。北総歩会の

上部組織である CWA が NPO 法人として新しい船出をしました。ウォーキング活動を通じて

社会貢献する我々のバックボーンとなるように大きく育てましょう。爽やかな秋風と共に私が

植えて守っている線路道の彼岸花が、今年も目を楽しませてくれました。－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 
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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 

 

NPO 法人 ７月 20 日 

報告に立つ佐野 CWA 会長と議長の関北総歩会長 

佐野会長も肩を組み青い山脈を大合唱する 


