
 

 

 

 

 

    平成 19年 5月 9 日 平日ウォーク 

「亀戸天神から深川へ」を担当して  
                   リーダー 中山 祐子 

今回の担当コースは 母校の高校のある錦糸町駅から故郷の深川までなので（半世紀近くも

前のことではありますが、）土地勘はある程度持っていました。コース作りをしたとき、昔は都電の

架線が張り巡らされ 町工場やしもた屋ばかりの土地柄だった、亀戸～大島の軌道跡が素敵な緑

道公園に生まれ変わり、横十間川や仙台堀川はきれいな遊歩道の親水公園になっていてとても

嬉しかったです。担当の仲間と何度か下見

で歩いたときにも 冬も春もそれぞれ趣があ

って良い道だな と思いました。昼食予定地の木場公園で、もし

雨天のときには建物内（木場ミドリアム）を使わせてもらえるよう頼

んだのですがどうしても許可されず、仕方がないのでその時は東

屋や公園大橋の下などに分散してお弁当を食べて貰う事にしまし

た。昼食後の深川からゴールまでは子供の頃に良く遊んだ土地

なので、ご案内するのに心配のない所でした。幸い本番の日は良

い天気に恵まれ今年一番の暑さとはいえ、新緑も美しく本当に良

かったと思いました。ご参加いただいた 91 名の皆様、役員のご協

力に心から御礼申し上げます。  （担当：吉田公康・松山隆子） 
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（１） 
北 総 歩 こ う 会 

清洲橋を渡る参加者一行 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

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 

↑亀戸天神社を参拝する皆さん 

 



－１－ 

１ 

平成 19年 5月 20 日 月例会 

「なまずの里から清水公園へ」を担当して 
                                        リーダー  中山 弘 

なまずの姿はそのユーモラスな形とインパクトの強い髭、そして地震予知の魚とし

て古来より親しまれている。ところが食材としてはそれほどポピュラーではないよう

で、私も未だ食べた事が無い。なまずは吉川市の伝統的な郷土料理になっており、な

まずの金色に輝くモニュメントが吉川駅南口ロータリーの中に鎮座している。まず参

加者の皆様に見て頂きたくて タイトルに”なまずの里”を入れた。 

ルート上の二郷半用水沿い約 500 本の桜は、

4月の下見の時には見とれるほどに見事な満開

で、是非次の機会にはこの花が見られる頃に実施したいと思った。例

会当日は幸い五月晴れに恵まれ、休憩地点の永田公園にある標高 16ｍ

の吉川富士山頂からの眺めは、皆様に喜んで頂けた事と思う。反省点

としては後半、列が大変延びてしまい、団体歩行の速度調節の難しさ

を痛感した。 159 名の方々に参加して頂いて無事ゴール出来た事は、

参加者の皆様と役員のご協力の賜物と感謝している。 

この例会は当初藤井氏がリ

ーダーで コース作りから地

図･地区センターの折衝など準

備万端済んでいた。コース作り

は寒風の中を自転車で走り回っ

たそうである。ところが例会前

に仕事の予定が入って、当日出

席出来無い事が分かり、急遽私

がリーダー となった次第である。 至らぬ点が多々有った事と思うがお許し願いたい。 

（担当：川越久子・後藤章・中山祐子） 

       

                      我孫子市在住会員 古澤直起 

かなり以前の事だったが、次年度の予定が役員会で決定された。当然「ふぁみりーウォーク」も同時に決められたの

だが、その席で「我孫子にある鎌倉道を」 と、仰々しく提案した。

と、言うより提案してしまった。言わなきゃ良かった！とつくづく後

悔の念深しだった。 

 とは言え決まった以上、歩けの皆さんに喜んで貰え、楽しく歩

いて貰える事を主眼に、その下見計画が始まった。「我孫子3兄

弟」等と云われた我孫子在住の役員 3 名で“よし実施してみよ

う！”と意を決して、いよいよ下見する事になった。 

 行ってみて唖然とした。その道はとても歩けの皆さんの通れる

状態では無かった。困ってしまったが、地元の著名な方に教え

を受け、許可を得て、その次の下見の時、鎌・のこぎり・はさみ

等々の諸道具を用意し、車でその下見コースに向かった。 それ以前にも、湖北の史跡、地理に明るい知名人の方に

電話でその旨伝えた所、「どうぞ、どうぞ」と快諾して下さった。いくつかの目玉情報も教えて下さり、また、この地方の古

い地図まで戴いた。そして、いよいよ 3 人でその「鎌倉道」へと入った。 (H19.03.02 歩遊人受) 

（2） １に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ 

 2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

昭和 33 年竣工中川の狭い赤岩橋を渡る参加者 

吉川富士登山をする皆さん 

道を切り開いた「鎌倉道」その１ 



 

  
 

☆ ７月例会 ビール工場見学ウォーク  12km       （ﾘー-ﾀﾞー 清水 完浩） 

日 時／7 月 22 日（日） 9:20 団体歩行  

集 合／ 関東鉄道常総線戸頭駅 徒歩５分 ききょう公園  （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／関東鉄道常総線・つくばエクスプレス線 守谷駅 16:00 頃 

コース／ ききょう公園～ジャスコ（WC）アサヒビール茨城工場～守谷駅 

○みどころ／緑が多い中を歩きビール工場へ。暑さ対策をお忘れなく。試飲後は守谷駅まで歩きます。 

 

☆ ８月例会 ミニナイト江戸川の花火を見る    14km       （ﾘー-ﾀﾞー石原 洋二） 

日 時／8 月 4 日（土） 15:30 団体歩行         

集 合／ JR常磐線 亀有駅下車 1 分 亀有公園 （案内あり） 

参加費／県内歩会々員無料・他県協会々員及び一般参加 300円 

解 散／JR常磐線 松戸駅付近 松戸西口公園 19:00 頃 

コース／亀有公園～中川公園～飯塚橋～西水元水辺の公園～水神宮不動尊～新大場川水門～大場川閘門橋 

～半川橋～外環道～上葛飾橋～古ヶ崎五差路～松戸西口公園 

○みどころ／中川の川岸を爽やかな風と共に歩き、大場川の水門から大場川を辿り、明治

43 年(1910 年)中川から大場川への逆流水を防ぐ為に建設されたレンガ造りのアー

チ橋を見る。その後は、松戸の花火を楽しもう。 

 

 

        

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。 

ご注意：7･8 月は夏時間の 7:30集合になり 

ます。 

 

☆ ７月２１日(土)早朝W 手賀沼公園から柏へ  

約８km      （担当：市川 操） 

この行事の集合は夏時間の 7:30 です 

集合：我孫子駅南口徒歩１０分手賀沼公園 

 解散：柏市諏訪神社 １０:００頃 

 

☆ 8 月 18 日(土) 早朝Ｗ北柏から新柏へ  

約９km      （担当：中村 和子） 

集合：JR常磐線北柏駅南口北柏第一公園 

解散:東武野田線新柏駅付近公園 

 

 

（３） 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 

H19.05.19 千鳥ヶ淵戦没者御苑参拝の皆さん

い 

（3） 



  

当歩こう会は、松戸・柏･我孫子・流山・野田そして白井の 6地域

を活動エリアにしています。友達を作って楽しく歩けば、健康は後

から付いて来ます。多くの仲間がお待ちしておりますよ！ 

年会費：\5.000 (月刊あるけ新聞宅配代\2.000 を含む) 

     別に初回は入会金\1.300 必要です 

連絡先：〒２７７－０８４１ 柏市あけぼの２－９－２０ Ｂ９０２ 

北総歩こう会事務局 電話＆Ｆａｘ ０４－７１４５－１６２０ 

 

 

 

 

 

老犬の死 
 

 

                                ④ 

 

流山市在住会員 和田武年 

2006 年（平成 18 年）3 月 23 日（木）晴 愛犬すずが満 15 年で死ん

だ日 ベッドリハビリを終わって 6:30 に起床した。何時ものように先

ず外に出て家を一回りする。愛犬すずの鎖が短くて首輪が引っ張られているので散歩用のロー

プに代えてゆるくしてやる。頭をなぜてやると私と目があって何か言いたげであった。家に入

りお茶を飲んでいると娘が起きて来て一緒に朝食を済ませる。起床して外に出た時に小便をし

なかったので、7;30 過ぎに外に小便に出て終わって何時ものように

すずの様子を見た。どうも腹が動いていないようなので触ってみる

と死んでいた。勿論まだ体温はあった。家に入って娘にそして妻に

「すずが死んだ」と伝えた。すずは私が起きて来て会うのを待って

いたように死んで行ったのだ。言葉が喋れたら私に何を言いたかっ

たのだろうかと思う。何処に葬るかを妻と話し合った。私は「柿の

木の下が良かろう」といったが妻は「屋敷内は辞めてくれ」という

のですずと最もよく歩いた江戸川に埋めることにしてすぐにその場

所を探しに出た。水難事故で亡くなったのであろう子供の地蔵尊が

あるあたりにしようと目星をつけて探してきた。夕方、長女と子供、

長男の嫁と子供そして友人ご夫妻が集まって愛犬の葬儀をした。孫

達はお別れの手紙を添えてくれた。我家に貰われてきた３月、１５

年過ぎた３月に逝ってしまった。 

愛犬「すず」惜別の和歌 

 「私の 起きて来るのを 待つように 30 分後に すずは死にいく」 

 「愛犬と 一緒に歩いた 15 年 ざっと計算 三万キロかな」 

 「ハリウッド 女優の死よりも 我が家の 老犬の死を 嘆き悲しむ」 

 「孫たちが 別れの手紙 愛犬に 死の現実を どう受け止めしか」 

 「玄関の 左に小屋あり 愛犬の ひっそりとして 今は主無き」 

 ｢玄関を 出る時に会う 愛犬を もういないのに 目で探しおり｣ 

 「散歩中 ワンチャン今日は どうしたの 見知らぬ声に 死を説明し」 

 「老犬と 朝日の中で 目を合わせ その後静かに 息止めしおり」 

 

【編集後記】5 月の平日ウォークは中山

祐子さんリーダーで都内を歩いた。水と

緑がいっぱいで「都内にもこのようなコ

ースがあるのか」と驚いた。月例会は多

忙の藤井氏に代って中山事務局長がリー

ダで、近いが意外に知らない土地｢吉川市

と松伏町｣を歩いた。こちらも水と緑が豊

富で、我々の歩いた 20 日に、この松伏町

在住の石川遼君がゴルフツアー史上最年

少（15 歳 8 ヶ月）で優勝した日であった。

中山ご夫婦に乾杯。今月はふぁみりーＷ  編集担当  和田 武年  〒270-0121 流山市西初石 6-187-43  

と３行事が県外Ｗだった。 ―歩遊人―      Tel・Fax 04-7154-0170  E メール：ｔａｋｅｊｉｉ＠ｉｓｉｓ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ 

（4） 
    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 

すず 3 月 18 日撮影 


