
 

 

 

 

 

平成 20年 4月 6 日 月例会 

『桜とマンモスと松虫を訪ねて』を担当して 

コースリーダー  筒井 寿一 

4 月は桜だ。“今井の桜並木”“吉高の大桜”“小林牧場の桜”が有名です。昨年は“今井の桜並木”、今年は

“吉高の大桜”です。山桜なので半月～1 ヶ月遅い。「今年の例会は 4 月６日なのでちょっと早いかな？」と

思いましたが、昨年は 4 月 8 日でほぼ満開だったので期待したのですが、残念ながら開花前でがっかりしま

した。でも、風雪に耐えた根元の見事さで、絵葉書・完歩証の写真で満開を想像して下さい。途中の染井吉野

と松虫寺の枝垂桜が満開でした。当日は快晴で 151 名の参加があり、また双子公園にて昼食も無事に済みホ

ット致しました。北総線の回数券も 83 名の利用があり、喜んでもらえたようです。 

「松虫姫が浮き土で印旛沼を“十戒”のモーゼが地中海の海が裂けて渡ったように渡りました」と話しまし

たが、翌日、チャールストンヘストンが亡くなったと聞きびっくり致しました。実際の松虫姫は奈良時代天平

文化の盛時、聖武天皇の三女不破内親王と言われておりますが、当時女性の天皇は多くおり、本人も天皇にな

る可能性もあった訳であります。現に長姉（母安宿媛―不比等の子）は孝謙天皇で、次姉井上内親王は光仁天

皇の后（母県犬養広刀自）となります。松虫姫（不破内親王）は母県犬養広刀自で天武天皇の孫塩焼王に輿、

塩焼王は仲麻呂に淳仁天皇の後の天皇に押されます。正に、孝謙天皇（女）－道鏡―吉備真備（瀬戸内倉敷２

デーの 2 日目のメイン、実質的な軍事の中心人物）と淳仁天皇―藤原仲麻呂（恵美押勝）と対立。淳仁天皇は

廃位。仲麻呂（鎌足の曾孫・不比等の孫・南家武

智麻呂 2 男）は正一位太政大臣の身から逆賊の

汚名を着せられて、塩焼王他斬首された。孝謙天

皇は称徳天皇として再び即位します。松虫姫は

聖武天皇の子、孝謙天皇の妹ですので命は助け

られますが、その後も 2 度の政争に係わり淡路

そして和泉の国へ流罪。どうやら相当勝気なお

姫様だったようです。もしかしたら一時草深へ

流罪になったのが真相かもしれません。なお、京

都安楽寺の後鳥羽上皇に仕えた女官松虫姫・鈴

虫姫とは違います。念のため。 

（コース担当：中山祐子・川越久子） 

 

☆☆創立 15周年記念式典・祝賀会のご案内☆☆ 
6 月 8 日（日）午前中は記念ウオーク、12 時～14 時、柏市内 プラザヘイアンにて記念式

典･祝賀会を計画しております。会員の皆様には、封書にてご案内申し上げます。服装は何時

ものウオーキングスタイルですので、記念ウオーク終了後にそのまま参加出来ます。 

参加費一人 3,500 円 ぜひ！！会員多数の方のご参加をお願い申し上げます。 
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 １． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

昼食を済ませて双子公園を出発 



 平成 20 年 4 月 29 日 特別例会 

『第 5回我孫子・大正浪漫ウオーク』を担当して 
                                （文責）運営委員長 石原洋二 

４月 29 日、快晴。第５回大正浪漫ウオーク。主催：ＪＷＡ・ＣＷＡ、主管：北総歩こう会。 

5 回目を迎えるにあたってコースの見直しをしようと、市川会長以下数名が集って話し合ったのが昨年の

12 月 5 日。雨が降っていたようにも思える。次いでおおよそのコースを見て歩こうと下見をしたのが 11 日。

この案をもってＪＷＡ内野イベント事業部長(当時)と打ち合わせをしたのが１月 15 日であった。これが今大

会の始まりである。今回のコース変更のテーマは、「手賀沼周辺の自然をより楽しんでもらおう」ということ

で、各コースとも距離を延ばしたことであった。 

以後、内野さんにチラシを作っていただき、各歩こう会などにも出向き、ＰＲにも力をいれた。また役員会

の中に準備委員会を立ち上げ、26 キロ・15 キロ・7 キロと下見を重ね、矢貼りの位置や誘導員の配置などを

確認して回った。3 月に実施した下見は 2 回とも雨の中であったが大会前日は晴、10 人のメンバーが集り各

コースに分かれ最後の矢貼り作業に取り組んだ。メンバーの顔には、明日の大会の成功を心待ちにするような

明るさが見られた。 

 午前９時 26 キロの出発式を大内ＪＷＡ評議員会会長の挨拶に始まり、15 キロ・7 キロの出発式を佐野ＣＷ

Ａ会長の挨拶で参加者を送り出せば、今度はゴールの受付対応の準備。早や 12 時 5 分には１番手の参加者が

ゴールして来た。 

26 キロ・15 キロ・7 キロと、手賀沼の自然を楽しんで帰って来たウォーカーの日焼けした顔が眩しい。そ

れを迎える役員の面々も大会成功の誇りに溢れている。また、各ポジションを担当していた役員も次々とゴー

ルし、最後に 26 キロのアンカーを迎え、午後

3 時 10 分大会は終った。参加者 492 名。参加

者のなかには岡野ＪＷＡ名誉会長の姿も見ら

れた。 

大会運営に当たっては、多くの方々にお

世話になった。中でも何よりも声を大にして

お礼を言いたいのは、我が歩こう会の中から

協力を申し出て下さった 6 名のサポート役員

の方々。本当にありがとうございました。Ｊ

ＷＡ・ＣＷＡからの派遣役員の方々、当会役

員への感謝は言うまでもない。

会長 市川 操 
 2 月の総会で承認を頂き、サポート役員(準役員）の制度を導入しまして、アンケートで呼びかけ，早速手を挙げて頂いた方

のうち、今回は 6 名の方に応援をお願いしました。例会等と異なり長時間の誘導などで、大変だったと思いますが、見事に大

役を果たしていただきました。紙面を借りてお礼申し上げます。今後も応援可能な範囲で、お手伝い頂けたら嬉しいです。よろ

しくお願いいたします。今回の応援者は掛川さん、坪田さん、橋本さん、林さん、平沢さん，中村さんの 6 名でした。また、他の

方も、出来る範囲でお手伝い頂けたら幸いです。気軽に声をかけて下さい。           

  

 

 

   柏市 在住 梁田 裕子さん  

柏市 在住 鈴木 邦江さん 

先輩会員の皆様、どうぞよろしく！！ 

 2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

（２） 
１に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ 

浅間橋付近→ 

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 



 

  
 

☆ 6 月平日ウオーク  昔からの流山を歩く   14km （コースﾘー-ﾀﾞー 堀口 武） 

日 時／6 月 4 日（水） 9：00  団体歩行  平日パスポート押印あり 

集 合／JR 武蔵野線・TX 線南流山駅徒歩 3 分 南流山中央公園 

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／千葉県立柏の葉公園 15:00 頃 TX 線柏の葉キャンパス駅まで案内 

コース／南流山中央公園～赤城神社（ｗｃ）～近藤勇陣屋跡～常興寺～流山市立博物館（見学・ｗｃ）～流

山クリーンセンター（昼食・ｗｃ）～小鳥の森～法栄寺～鏑木学校発祥の地～柏の葉公園 

○ みどころ／縄文時代から人が住んでいた流山は、市内各地の遺跡から多くの出土品が出ています。今 

回は、市立博物館でこれらの出土品や流山の様々な歴史を見学します。更に、千葉大学の前身とな

った常興寺、一茶記念館、近藤勇陣屋跡、流山の地名の由来となった赤城神社、私立の鏑木学校発

祥の地等を訪ね歩いて、県立柏の葉公園にゴールします。 

☆ 6 月例会  北総歩こう会創立 15 周年記念ウオーク     １0km  （コースﾘー-ﾀﾞー 川越 久子） 

日 時／6 月 8 日（日） 9：00 団体歩行   集 合／JR 常磐線柏駅東口そごう前 

参加費／CWA 会員無料・県外歩会員&一般参加 300 円 解 散／11:40 頃 諏訪神社（柏駅東口まで案内） 

コース／柏そごう前～西口地下道 6 号横断～昭和橋より大堀川～初音橋・木崎橋・北柏橋～北柏ふるさと

公園（ｗｃ）柏ふるさと公園～中央区柏学園～16 号横断～三井生命事務センター前～諏訪神社 

○ みどころ／柏市民の癒しのコース、大堀川の自然を楽しみつつふるさと公園へ、何の花が咲いている

でしょう？静かな学園地区も歩いてぐるりと小さく一周します。創立記念式典は 12:00～14:00 プラザ

ヘイアンです。ウオーキングそのままの服装でご出席下さい。 

 

☆ 7 月例会  アサヒビール工場見学     13km      （コースﾘー-ﾀﾞー 早川 進） 

日 時／7 月 20 日（日） 9：００  団体歩行  集 合／TX 線･関東鉄道常総線 守谷駅 明治神宮裏（案内） 

参加費／CWA 会員無料・県外歩会員&一般参加 300 円 解 散／守谷駅 16:00 頃  

コース／明治神宮裏～新守谷駅～立沢公園(ｗｃ)～せせらぎの小道～川の一里塚～四季の里公園(昼食・Ｗ

Ｃ)～ビール工場見学～守谷市役所（解散式）～守谷駅 

○ みどころ／せせらぎの小道から川の一里塚、竹林など歩きたくなる道です。そして心地良い疲れと喉

の渇きを感じた頃ゴールして、出来たての美味しいビールが、皆様のお越しをお待ちしております。 

 

        

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。遅刻しませんように。ゴール解散は 12:00 までを目途にしております。参加費(100 円)、  

☆ 6 月 21 日(土) あやめ咲く水元公園  約 8km  （担当：小原とよ子）  

 集合：JR 常磐線松戸駅西口    解散:：JR 常磐線金町駅 

☆ 7 月１9 日(土)房総風土記の丘 約 8km  （担当：高桑三郎）  ご注意：7 月の集合は夏時間です 

集合：ＪＲ成田線下総松崎駅 7：50 集合 （最終は我孫子駅 7：05 発に乗ること、担当役員も同じとする）  

解散：ＪＲ成田線 安食駅 11 時頃 

（３） 

   3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



  平成 21 年度事業計画策定のため 

  
                      運営委員長  石原洋二  

会員の皆様、早くも平成 21 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

スや良い時期また、過去に実施されたコースの中でもう一度歩いてみたいコースなど、

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して頂き

たくお願い申し上げます。 

 

平成２０年会員アンケート集計結果報告（第２/2 回） 

○１９年度行事(例会)の参加状況（有効回答のみ）(参加人数は年間の合算数) 

全体 参加 350 人(58.6%) 不参加 247 人(41.4%)                                     

 男性・参加 247 人(60.1%) 不参加 164 人(39.9%)、女性・参加 103 人(55.4%) 不参加 83 人(44.6%) 

○１９年度行事(平日)の参加状況（有効回答のみ） 

全体 参加 170 人(41.8%) 不参加 237 人(58.2%)                                    

男性・参加 135 人(39.5%) 不参加 207 人(60.5%)、女性・参加 35 人(29.9%) 不参加 82 人(70.1%) 

○ふぁみりーウオークの参加状況 

全体 参加 25 人(41.8%) 不参加 26 人(58.2%)  

男性・参加 12 人(35.3%) 不参加 22 人(64.7%)、女性・参加 13 人(76.5%) 不参加 4 人(23.5%) 

○コースと距離 

 例会・平日ともに良い・普通との回答が 98%を超えた(有難うございます)が、悪いとの回答も 2％弱あった。

その理由については記入されていないが、反省する必要はあると考える。（理由がわかれば教えて欲しい） 

○距離については次の数値を見て頂こう。長いとする人は、例会に多く、平日には少ない。参加者の資質によ

るものか？ 

 例会 長い 27 人(10.1%) 丁度良い 

  231 人(86.5%) 短い９人(3.4%) 

  平日 長い３人(2.4%) 丁度良い 

118 人(95.2%) 短い３人(2.4%)        

○その他フリーアンサーについて 

 いろいろとご意見をお書きいただき

有難うございました。寄せられたご意見

一つひとつを噛みしめながら、       

役員と会員の会話を大切にし、会員中心

の会となるよう、奉仕する気持ちを忘れ

ずにこれからも頑張っていきたいと思

っております。(文責・石原) 

 

【編集後記】 4 月の桜の花に続いて 5 月はさつきの花と東京スリーデーの月、青空の下、生命が躍動する

季節になった。4 月の例会は北総線の終点に集合と言う地理的に集まり難い場所にもかかわらず、多数の方が

参加されて春爛漫の里山歩きを楽しまれた。「ちょっと一言」のコメント協力に感謝･感謝。 ―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 

5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 

 （4） 

 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 

 

 

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 A 会員：\5.000 (JWA 情報誌宅配代\2.000 を含む) 

     B 会員：\3.000 （JWA情報誌無し） 

     別に A.B 会員とも初回は入会金\1.000 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


