
 

 

 

 

 

 

  
☆ 12 月例会 忠臣蔵を歩く １６km （例会ﾘー-ﾀﾞー 石原洋二） 

日 時／12 月 10 日（日）9:00 団体歩行  

集 合／JR 総武線 両国駅東口下車 3 分 両国第 1 児童遊園（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／泉岳寺前児童遊園 15:00 頃（JR 田町駅前に水野監物邸跡あり解散後案内予定） 

コース／みどころ／赤穂義士の引き揚げルートを主に、吉良邸跡・内匠頭終焉之地・大石良

雄ほか 16 人忠烈の跡などを経て泉岳寺へ。昼食は築地川公園（浅野内匠頭江戸屋

敷跡そば）の予定 

 

☆ 平成 19 年 1 月例会 取手七福神初詣Ｗ 14km  （担当ﾘー-ﾀﾞー 早川 進） 

日 時／1 月 14 日（日） 9:00 団体歩行  

集 合／JR 常磐線取手駅西口デッキ（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／JR 常磐線取手駅 15:30 頃 

コース／取手駅～本田作左墓～光明院～普門院～かたらいの郷（ＷＣ）～明星院～福英寺～

東谷寺～相親水公園（WC・昼食）～念仏院～長禅寺～取手駅東口 

○ みどころ／「一筆啓上～」で知られる本田作左の墓から七福神を巡り、利根川のゆった 

りした流れを見ながら取手宿へ入ります。相馬霊場 88 番札所でもある長禅寺で解散します。 

 

☆ 平日ウォーク 我孫子で史跡散歩 14km  （例会ﾘー-ﾀﾞー 市川 操） 

日 時／1 月 24 日（水） 9:00 団体歩行  

集 合／ＪＲ常磐線我孫子駅徒歩 2 分 我孫子ふれあい広場（案内あり） 

参加費／会員 100 円・県内歩会々員 200 円・他県協会々員 300 円・一般参加 500 

解 散／香取神社 15:00 頃 

コース／ふれあい広場～北星神社～手賀沼公園(ｗｃ)～志賀邸跡～親水広場（昼食・ｗｃ）

～水戸・布川街道道標～我孫子脇本陣跡～香取神社 

○ みどころ／東西に長い我孫子市のうち、今回は我孫子駅周辺に限って観歩する事にした。 

手賀沼を見下ろす高台の古墳や、大正時代の白樺派と言われる文人達の居住地跡が中心です

が、コース的には趣を変えてみました。また、我孫子市の東地区を中心にご紹介出来る機会

を作りたいと思っております。 
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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 



    

  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 16 日(土) 柏たなか駅から柏の葉公園 

 約 9km （担当：中山祐子） 

集合：TX 線・柏たなか駅 

解散：柏の葉公園・県民プラザ 

 

☆ 平成 19 年 1 月 20 日(土) 流山の七福神 

 約９km （担当：和田 武年） 

集合：TX 線･東武野田線流山おおたかの森駅 

解散：JR 常磐線南柏駅 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年 10 月 8 日例会「おもしろ半島ちば」 

「七廻道めぐり・水辺コース」を担当して       
例会リーダー  藤井 順一 

千葉県ウォーキング協会（CWA）が主催する七廻
道めぐりの一つ「水辺廻道」を我が北総歩こう会が
主管して 10 月 8 日に開催されました。前日までは
宮城県の秋刀魚漁船が遭難して乗組員 16名の安否
が心配されるほどの荒天が続きましたが、大会当日
は抜けるような青空が広がる良い天気になりまし
た。参加者は手賀沼公園を主会場に 10km・20km･
30km コースを手賀沼を中心に左回りでそれぞれ出
発して行きました。
荒天名残りの西風の
強い日でしたが、皆
さんは青空に浮ぶ綿

菓子のような雲、すすきの白い穂が風に流れ、
親と同じほどに成長した野鳥の群れを眺めなが
らのウォークを楽しまれた様子でした。15:30
に 30km コースのアンカーが到着して大会を無
事終了致しました。参加者総数 186 名（役員：
CWA7 名・北総歩 22 名を含む）の皆さん、あ
りがとう御座いました。 

 

 （2） 

 

 （3） 

 

10/21 柏市善竜寺の五葉松を見学中の参加者→ 

 

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 

 2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

水の館を行く 

曙橋付近を行く皆さん 



  平成 18 年 10 月 22 日 例会 

「柏の葉公園周辺ウォーク」を担当して       
           例会リーダー  中山 祐子  

下見は初夏の頃 5/31と直前の 10/7に担当者 3人で行っ

た。大堀川遊歩道は今まで何度も使っているコースなので心配はなか

ったが、一番の気がかりは当日の天気で緑の多い所を設定したのでも

しも大雨が降ったりしたら篠籠田市民緑地の中・大堀川遊歩道から出

て切通しの坂道・こんぶくろ池への森の中・水辺公園の池畔の道など

皆ぬかるみになって歩き難くなってしまう。一応その対応のコースも

考えておいたが、面白みは半減だし昼食予定場所の柏の葉公園も屋根

が無い所なので困る。 

祈るような気持ち

で一週間前からの天

気予報をチェックしていたが、幸い当日は

晴れのち曇りという予報が当たりまずまず

の天気でバラ園のバラもきれいに咲いてく

れ胸をなでおろした。 

それにしても香取神社やこんぶくろ池に

行くところの道に、何と沢山のゴミが捨て

てあったことか。せっかくの緑が足元の汚

さで台無しになっていて参加者の皆様には

さぞ不快な思いをされた事とお詫びいたし

ます。 

この日は河口湖もみじマーチやちば歩こう会・いちかわ歩こう会の例会と重なった為か、

参加者数 92名とやや少な目だった。爽やかな秋の一日を緑とバラの花で楽しんで頂けたら幸

いです。参加者の皆様、役員の皆様ご協力ありがとうございました。 

                       （例会担当： 吉田公康 加藤洋子） 

 

 

 

 

 

★            
   平成 19 年度の継続手続きが始まります。 

   来月 12 月の例会の時に手続きをして下さるようお願い致します。 

   継続の手続きが遅くなりますと『日本ウォーキング協会』への手続きが遅くなり 

   『あるけ新聞』がお手元に届かなくなる恐れがあります。 

   尚、申込書の無い方は事務局まで申し出て下さい。 

会員証に 平成 19 年 1 月 迄と記載されている方が対象です。 

 

  

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

 

柏の葉公園内バラ園 



埼歩協の例会「映画“草の乱”の舞台に立つ 20km」に参加 

 

白井市会員 筒井 寿一 

 ところがどっこい、昨日にまして晴天、気温

は今年最高の 36 度を越える秩父盆地の進軍

だ。攻め入るどころか、まさに敗残兵の集団に

化した我々一行はスーパーへ行けばアイスを

貪り、ところ嫌わず路傍の自動販売機を見れ

ば我先に買い漁り、休憩所では水道水を頭か

ら被り、温かい水をがぶ飲みする。その上コー

スは健脚向きときて、悪いことに熊が出没の

ためコースは迂回路の 23 キロ峠越えとなっ

た。日陰とみればアンカー待ちの休憩だ。皆に

迷惑をかけてはと脱落者が続出し、昼食場所

では多数の歩行放棄者となった。その後 1 日 4 本しかないバス停で 65 名ほどギブアップ、も

はや半分程に減少となり、喘ぎ々々上半身はビッショリ、ズボンもリュックの下は汗にまみれ、

顔は疲労に満ちた赤鬼のようだ。峠で勝ち割り氷の支給があれど年配者とて氷を齧れず、しゃ

ぶるのが精一杯だった。休憩で後続を待ちきれず、先行者

も出る始末でゴール時にはとうとう三分の一になってい

た。いやはや参加者も大変だったが、役員は前後を駆け回

りご苦労様の一言である。 しかし菊水寺では和製ロケッ

ト竜勢の作成現場に遭遇し話も聞け、面白く大変良かっ

た。一度打ち上げ

の祭りを見たいも

のだ。 

 帰りの秩父駅で飲むビールの旨かったこと、皆の顔

がいっぺんに元気になったのには救われた。羽生廻り

新越谷経由、帰宅時間は 21 時近くになった。埼歩協

の会員の皆様、ありがとう御座いました。それにして

も、当時と現在の社会情勢のなんと似ていることか。

小泉親分による政治と刺客・消費者金融と金融庁・勝

ち組負け組みとなると一般庶民も平成困民党を結成

して武装蜂起したくもなりますね？（終わり） 

  （H18.9.15 歩遊人受） 

 

【編集後記】今年の第 29 回日本スリーデーマーチは 3 日間とも晴天に恵まれてよいウォーキ

ングが出来たのではなかろうか？と言う小生は昨年に引き続き今年も体調不良で参加せず、何

もわからないのだ。曜日の並びも最高に良かったので参加者も多く盛大だったろう。さて 11

月に入ってカレンダーも残り 1 枚になった。来年度の事業計画決定やら会員継続のお願い、新

規役員さんの協力お願いやら寒さに向かい気力･体力が欲しいこの頃だ。－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 

  （４） 

 

 

5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 

(2/2） 

ゴール地点地図 

農民 3000 名が集結した椋神社 

映画 “草の乱“ 


