
  

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 (月刊誌レッツウオーク宅配代\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 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19年 7月 22 日 月例会「ビール工場見学ウォーク」を担当して 

ビールの泡はお邪魔ですか？ 
                                          リーダー  清水 完浩 

 最後の下見を 7 月 15日に予定しておりました。13 日に天気予報を見てび

っくり、7 月としては最大の台風が九州から四国へ 14 日には上陸か？ 15

日は関東地方を通過の見込みとの予報、自然には勝てません。担当者の菊池

さんに連絡して 15日は中止、16日に繰り延べをお願いしました。14日の夜

には心配した会長の市川さんから、15日の下見について電話を頂きました。 

16日の下見中に取手で大きな地震を感じました。その後、アサヒビール守谷工場へ着いて、

案内の方から、地震で午前中エレベーターが止まった事や、新潟県柏崎市一帯に大きな被害が

出ている事を知りました。私も新潟県生まれ、大変驚きました。皆様方も台風や地震には、く

れぐれもお気を付け下さいませ。 

22 日の工場見学ウオーク当

日は、朝から雨にもかかわらず

多数の参加を戴き有り難う御

座いました。なお集合時間につ

いて、会報ほゆうは９時 20分・

あるけ新聞は９時30分とあり、

皆様方には多大な迷惑をお掛

けしました事、本当に申し訳有

りませんでした。役員の皆さん

有り難う御座いました。（例会

担当：菊池 靖・高桑三郎）                 
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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 

利根川左岸をビール工場目指して進む参加者の皆さん 



－2－ 

１        

道を切り開いた「鎌倉道」その 2    我孫子市在住会員 古澤直起 

 「鎌倉道」は各所いろいろな所にある様だ。遠い昔、「いざ！

鎌倉」と地方の豪族等々が馳せ参じた道。または忍びの者が通

ったと云われる「隠れ道」ではないかとの事が云われている。 

 そんな歴史的な事柄の知識はまったく無知のまま、ともあれ我

孫子にある“鎌倉道”を入った。新木側から、その“鎌倉道”と云

われる道に入った北総歩の役員 3 人は、笹や小木や伸び放題

の草木が目の前に覆い被さる様に立ち並ぶ“鎌倉道”に入った。

手元にある鎌や小刀・はさみ等を使って開拓者精神になった積

りで行動を起こした。汗はほとばしり、衣服はびっしょり、顔は蜘

蛛の巣だら

け。それで

も地元の知名人やら、湖北支所やらにお尋ねして、何とかコース

が決まった。ともあれ、北総歩の年間計画の一つ「我孫子にある

鎌倉道」を歩いた。 

 当日、“歩け“には絶好の日だった。その充実感が何時までも脳

裏に焼きついている。それも“歩け”の良さではないか？と昨今思

っている。往時を思い出しながら・・・。  (H19.03.31 歩遊人受) 

 

 

 

 

     

   

 

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集合です 

☆ 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 

 

 

☆ 9 月 15 日(土)鎌ヶ谷の寺社巡り 

約８km      （担当：早川 進） 

集合：新鎌ヶ谷駅・新京成改札口前 

 解散：東武野田線鎌ヶ谷駅 

 

 

 

（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 

H19.07.21 道の駅・しょうなんを行く皆さん 

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） 



 

  
 

☆ 9 月平日ウォーク 松戸の史跡めぐり  11km       （ﾘー-ﾀﾞー 香住 和良） 

日 時／9 月 5 日（水） 9:00 団体歩行  集 合／JR常磐線馬橋駅東口徒歩 2 分 王子神社 （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&一般参加 300 円 

解 散／14:00 頃 JR常磐線新松戸駅近く 赤城神社 

コース／ 馬橋駅～王子神社（出発式）～東漸寺（wc）～幸田貝塚（昼食・wc）～小金城跡（wc）～赤城

神社（解散式）～新松戸駅 

○みどころ／武蔵国・常陸国・下総国の国府に通じる交通の要衝であった松戸の史跡を巡り歩きます。 

  

☆ 9 月例会 お魚の道・鮮魚街道を歩く① 22km・17km     （ﾘー-ﾀﾞー筒井 寿一） 

日 時／9 月 23 日（日） ９:１０  団体歩行    歩きたくなる道 500 選「千葉№12-08」押印あり 

集 合／ＪＲ成田線布佐駅 5分・布佐 1 丁目 1 号公園（案内あり） 

参加費／CWA無料・県外歩会員&一般参加 300 円 

解 散／22km：16:00 頃・東武野田線高柳駅     17km：15:00 頃・北総鉄道小室駅 

コース／1号公園～松山下公園（wc）～白井聖地公園（昼食・wc）昼食後２コースに分かれます。 

22km～矢の橋～海上自衛隊基地～高柳駅  17km～白井運動公園～駒形神社～小室駅 

○ みどころ／歩きたくなる道「北総の素朴な自然探勝のみち」と黒潮・親潮のぶつかる銚子沖で獲れた

お魚が大江戸の台所へ通った道（利根川の布佐河岸から松戸の納屋河岸）の今回はパート①。上野駅

8:05 発土浦行きに乗車、我孫子駅乗換でおいで下さい。 

 

☆ 10 月平日ウォーク 手賀沼を望む自然と歴史の道  14km       （ﾘー-ﾀﾞー 川越 久子） 

日 時／10月 3 日（水） 9：00 団体歩行 平日ポイントカード及び「歩きたくなる道 500 選」千葉県①の押印あり 

集 合／JR常磐線北柏駅南口徒歩２分 北柏第一公園 （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&一般参加 300 円 

解 散／１４:００頃 JR常磐線天王台駅近くの天王台西公園 

コース／北柏第一公園～柏ふるさと公園～北千葉導水 BC（ｗｃ）～大井の晩鐘～車の前五輪塔～妙照寺（ｗ

ｃ）～しょうなん道の駅（昼食・ｗｃ）～手賀大橋 ～滝下広場（ｗｃ）～天王台西公園 

○みどころ／手賀沼と旧沼南、大井地区の史跡を訪ね歩く。椎や杉の古木にも会える。手賀沼では白鳥さ

んが迎えてくれるかも。何時来てもこころ癒される風景がある。 

 

☆ 10 月例会 柏の葉公園と利根運河を結んで  16km      （ﾘー-ﾀﾞー市川 操） 

日 時／10月 13 日（土） 9：00 団体歩行   「歩きたくなる道 500 選」千葉県⑨の押印あり 

集 合／JR常磐線柏駅西口徒歩 8 分 柏西口第一公園 （案内あり） 

参加費／500 円（参加者全員一律） 

解 散／運河水辺公園 15:00頃 最寄り駅：東武野田線運河駅 

コース／西口第一公園～高田近隣公園（ｗｃ）～大堀川～諏訪神社（ｗｃ）～成顕寺～柏の葉公園（昼食・ｗｃ）～円

福寺（ｗｃ）～妙見神社～利根運河～東深井古墳公園（ｗｃ）～利根運河水辺公園 

○ みどころ／全体的に閑静な道を歩く。諏訪神社は今でも神々しい。柏の葉公園では日本庭園とバラ園

を見る。今に残る野馬土手を見ながら閑静な樹林帯を抜け、円福寺を過ぎると利根運河は直ぐ。古墳

公園で一息入れて運河水辺公園に。昔日を偲んで歩く。あらかじめ弁当・飲み物等はご用意願います。 

 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない （３） 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 



 

 

 

東亜フラワーウオ-キングフェステバル３大会完歩して 

                        柏市会員 柳田秀雄 

 日本の「久留米つつじマーチ」・韓国の「済州島菜の花マ

ーチ」・中国の「アカシアウオ－ク IN 大連」の 3 大会は 2005

年度から花のマーチングリーグを組み開催しております。 

私は 2005年の「第 8回久留米つつじマーチ」でこのパスポー

トを入手し、今年３月「第 9回済州島菜の花マーチ」、５月「第

5回アカシアウオ ク In大連」の２大会に参加し 3大会完歩の

マスターウオ-カーメダルを頂きました。 

済州島菜の花マーチはハングル語が全くわからずの状態で１人で出かけました。成田では Eチケットで予約したため、

航空券無しの状態。今までの旅行と違い、全て一人で諸手続きをやらねばならないので心配しましたが、何とかクリア

出来ました。成田に行くと JWAツアー、個人のグループで参加する顔見知りの人がいたのでウオ-キングは何処に行っ

ても知り合いがいるのでホットする瞬間です。 

済州島は島全体がリゾート地のようで、とても美しい島でした。食事も美味いし、特に時期の果物｢ハラポン｣は日本の 

ポンカンの品種改良品でみずみずしく最高に美味しかった。歩けを楽しみ無事完歩スタンプに押印を頂けました。 

同時期に嫁いでいる娘がアメリカの友人を訪ねての一人旅。航空機のトラブルがあり、延泊、トラブル保証で小切手

を貰ったが取引銀行が無く現金化出来ない状態。娘は友人に連絡がとれて何とかなったようです。帰国後娘に、「お

父さん、トラブルがあったらどう対処するの？これからはツアーで行く様にしてね。」と厳重注意がありました。 

「アカシアウオ－ク IN 大連」は参加者数が２３万人です。人・人・人が延々と大河が流れているように続き、本当にび

っくりしました。両大会とも参加者は若く、ウオ－キングが浸透しつつある国と感じた大会でした。国内とあまり変わらな

い費用で行ける大会なので、今後も機会があればまた行って見たいと思っております。（2007.06.26 歩友人受付） 

【編集後記】来年度（H20）の事業計画が決まりつつある。その中には我が北総歩こう会創立 15 周年記念

事業も含まれている。会員皆さんの声も集約しつつまとめたい。是非、ご意見を事務局へ！ ―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   

（４） 

5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 

中国・大連 

韓国・済州島 


