
 

 

 

 

 

 

     例 会 の 案 内 板 
☆ ７月例会 ビール工場見学 W 13km     （例会ﾘー-ﾀﾞー 後藤 章） 

日 時／7 月 23 日（日） ９:00 団体歩行  

集 合／関東鉄道常総線・つくばエクスプレス線 守谷駅（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 

解 散／集合と同じ守谷駅 16 時頃 

コース／守谷駅～永泉寺～立沢公園（WC）～せせらぎの小道～川の一里塚～まつのき公園

～四季の里公園（昼食・WC）～ビール工場見学～守谷市役所(解散式)～守谷駅 

○ みどころ／鬼怒川沿いのせせらぎの小道が気持ち良い。暑さ対策は各自充分に体調を 

整えてご参加下さい。美味しいビールが待っております。 

 

☆ ８月例会 ミニナイトＷ手賀沼 10km     （例会ﾘー-ﾀﾞー 菊地 靖） 

日 時／8 月 5 日（土） 16:30 団体歩行 

集 合／ JR 常磐線我孫子駅北口徒歩 3 分 我孫子ふれあい広場 （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／19:00 頃 手賀沼親水広場 我孫子駅まで案内します 

コース／我孫子ふれあい広場～利根川遊水池～柴崎台中央公園～瀧下広場～手賀沼親水広

場～我孫子駅 

○ みどころ／市内を通り抜け遠く取手市のビル街を望みながら遊水池に沿って歩く。坂を

上って再び市内に入り南下、手賀沼瀧下広場へ。さらに日没時の遊歩道を歩く。夕暮れ

時の夜景を楽しんで下さい。なお、当日予定の手賀沼の花火を望見出来れば最高です。 

 

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 7･8 月:は、夏時間 7：30 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。 

 

☆ 7 月 15 日(土) 大堀川と根戸新田の蓮    約 8,5km （担当：市川 操） 

集合：JR 柏駅東口そごう前（早朝 W・時間ご注意） 解散：我孫子駅 1000 頃 

 

☆ 8 月 12 日(土) 手賀沼蓮の群生地へ（早朝 W 時間注意） 約 8km （担当：菊地 靖） 

集合：JR 柏駅東口そごう前 解散：ローレルヒルズ手賀の杜バス停（我孫子駅行き） 
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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 



 

平成 18 年 4 月特別例会 

第 3回我孫子･大正浪漫ウォークを担当して 

例会リーダー  市川 操 

 

 何時もの事ながら気になるのが天候のこと、予報では数日前から曇に

傘マークが付いた。誰のせいでもないが成功するか否かの最大の条件に

なるのは明らか。せめて午前中だけでもと祈るような気持ち、2 日前の

27 日に雨天時のみという条件で図書館の軒下を借りることにした。幸い

終了間際まで持ちこたえ、合計では

675 名の参加者が有り内心満足でき

るものでした。 

 3 度目ということであり、余りへまなことも出来ないと

別な意味でのプレッシャーもありました。手賀沼遊歩道の

工事が済んで今回こそはと思っていると、3月に入った頃、

東側土手の舗装工事が始まり、又かと心配したが順調に完

了してくれました。この頃手賀の丘公園のトイレが故障で

半月以上も閉鎖されている時期があり気を揉みました。 

 公園の許可や、ハトの会の会場は予約したが、間際にな

って公園の駐車場が 9 時迄は鎖で閉鎖されていることを

知り、再度市役所に交渉したり、気が許せない日々でした。 

 その前に関会長と一緒に JWA に打ち合わせに行ったが、

集合時間等で打合せた内容と異なる発表が新聞になされ、

また、いらいらが。ただその後、黒河内さんから地図の件

で電話を頂き、この方は 3 度目で思うような地図が刷り上

り有難かった。矢印も昨年経験したし、

取り付けには中山さんが来てくれて助か

りました。当日は集合前に点検に廻った

が異常無しで、やっと皆さんを迎えられ

ると安心したものでした。ただ恥ずかし

いことに当日、黄色のジャンパーを忘れ

てしまい本当に申し訳なく思っています。 

 記念品など荷物の搬入では、鈴木さん

の友人の金子さん宅を借りたこともあり、

鈴木さんには何度も足を煩わせたこと、

ハトの会の5kmの関係では何人かの方が

事前に下見をしてくれたこと、手賀の丘

での誘導ではアドバイスをしてくれた方

があったことなど、多くの皆さんの支え

で大会を無事に済ませられたことを感謝

申し上げます。有難う御座いました。 

（協力役員 JWA10・CWA12・北総 26） 

 2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 
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平成 18 年 5 月例会 

「江戸川散策」を担当して                                                                                                                
              例会リーダー 森 禎之 

 松戸から流山まで江戸川左岸を歩くこと数回で、やっとコースらしい

ものが出来上がるが、困ったことにトイレが少なく又、食事場所は公共

施設をあたったが、なかなか決まらずに 4 月末になってしまった。 

時間的にお昼頃通過となる赤城神社を予定するが、もし雨が降ったらと

思うと気が重くなるが仕方がない。最悪はスーパーの軒下を借りる事に

してコースは決まった。今度は最終的な地図を作ることになるが距離が先行して発表されてお

りその距離にならないのが気がかりだが今となっては仕方がないのでこのままとする事にな

る。 また、数箇所の簡単な説明を入れなければならないが文章が出てこない。やっと出てき

たが纏まりのない説明文となったが、これで行くことにする。後は歩く途中で簡単な説明をす

ることにして印刷することになる。 

 これで心配なことは天気だけとなるが、予報は余

りよくないが今はまだ週間予報なので、気にはなる

がよくなることだけを祈ることにする。幸いなこと

に、予報も日を追うごとに雨のマークが弱くなり、

前日には曇マークだけとなったのでほっとする。前

夜はまだ雨が降ったり止んだりで気になるが、ここ

まで来たらなるようにしかならないので、雨具の用

意をして寝ることにする。 

 当日は予報通りで早朝は少し雨が降っていたが弱

い雨だったので傘を指さずに家を出る。 

出発式も終り歩き始めてまもなく雨が止み、西の空

から雲の動きにも変化が見えてきたので、これで今日は大丈夫だと気が楽になる。江戸川土手

は何時もなら人と自転車が多いのだが、今朝の天気が悪かったせいか少ないので助かる。赤城

神社の境内は思ったほど濡れていなかったので、予定通りここで昼食とする。 

 近藤勇の陣屋跡ではボランテアの人から説明を聞き、その後女学生が市役所まで道案内をし

てくれた。これからは市街地を通り東福寺を経由して解散地の南流山に向かった。 

発表の１６Kｍには足りなかったが担当役員のアドバイスと、当日の役員や参加された皆様方

のご協力で運営がスムーズに行えた事に対し感謝いたします。（例会担当：近藤武･石原洋二）                                                  

 

 

 

  平成１９年度事業計画策定のため 

  

                        運営委員長  藤井順一  

会員の皆様、早くも平成 19 年度の事業計画案を策定する時期になりました。計画には会員の

皆様の希望や意見を最大限に取り入れたものにしたいと存じます。およそのコースや良い時期

などをメモして役員に渡すか郵送して下さい。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。提案者にはご足労願うことは御座いませんので、どうか良いアイデアだけで

も提案いただきたくお願い申し上げます。 

 （2） 
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    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

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 

ボランティアの女学生 



   
         柏市会員 社本峰子 

 ⑤ 11 月・下呂温泉里山あるきツーデーウォーキング 

そしてラストが 11 月の“下呂温泉里山あるきツー

デーウォーキング” ギックリ腰が完治していない

主人は 10ｋｍコース、元気印の私は 20ｋｍコース

と、別々のウォーキングでしたが林道･農道・鎌倉

街道と森林浴をいっぱい浴び、下呂特産の鶏肉煮込

み料理「けいちゃん」のおもてなしを受け、別々に

歩く寂しさ（？）もすっかり忘れて楽しんでました。

でも 2 日目は仲良く距離の短いコースを選び、紅葉

している木々が多く眺めも最高の用水路沿いコー

スに大喜び！

また、昼食場

所ではきのこたっぷりの手作りうどんと取れたての真っ

赤なトマトをご馳走になり、スタッフの心温まる接待に

大感謝でした。 

 下呂温泉では湯めぐりパスポートを使っていろんな旅

館の露天風呂を楽しみ、温泉街を見下ろす高台の露天風

呂は開放感あふれ “温泉

リーグ万歳”！ と思わず

ガッツポーズでした。 

 終りに 

「いい温泉に泊りた～い」と言いだしっぺの私に、何とか満足

してもらおうと安くて良い宿をと何十冊ものパンフレットの中

から四苦八苦して十箇所もの温泉宿を探してくれた主人に感

謝･感謝。大満足で温泉リーグを終了。下呂温泉でマスターを頂

きました。 

 温泉へ行くだけの温泉

旅行ではなく、歩かないと

知る事の無かった温泉地

での素晴らしい道、景色・

空気に出会えた事に歩く

喜びを再確認出来た温泉

リーグでした。  

（平成 17 年 11 月･記）おわり 

 

【編集後記】4 月末で柏県民プラザの印刷機使用が廃止されました。使用最終日に並んで待っ

ている間の話で流山市民活動推進センターで登録すれば 4 月下旬から印刷機が使えるとの情

報で早速登録しました。機械が不慣れの為か写真が綺麗に出ません。ゴメンナサイ。社本様の

温泉リーグの連載が終わりました。長期間有難う御座いました。行きたくなった？－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 

   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 
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