
 

 

 

 

 

平成 20年 5月 14 日 平日ウオーク 

『野田市を歩く』を担当して 

コースリーダー  高桑 三郎 

 天気予報は最悪の「雷雨で所によっては雹が降るかもしれない」との事であった。雨の中を出発したものの

雨は止む気配がまったく無く、昼頃から一層悪くなるとの予報である。昼食予定地の清水公園入口にたどり着

いたところで参加者の皆さんに「食事の為の雨やどりする場所も無く、天気予報は午後から風も強くなるそう

なので、ここで中止解散したい。どうしても目的地の川間駅まで行きたい方は案内しますので残って下さい」

とお願いした。残る方はいなくてゴールまで行けなかった事は残念でしたが、参加者全員が雨の中を頑張って

くれました事を感謝致します。また、集合場所への案内の手違いで、皆さんにご迷惑をお掛けして出発も遅れ

ましたことをお詫び申し上げます。 （コース担当：市川 操・松山 隆子） 

 

我孫子市の  佐藤 健次さん 

野田市の   中田 弘さん 

野田市の   中田 冨美枝さん 

先輩会員の皆様、どうぞよろしく！！ 
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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 

 

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 

 

 

 

5/14(水) 雨の中、江戸川の土手を行く 



訃   報     

我が北総歩こう会の前年度まで副会長と

してご活躍されていた 近藤 武 氏が、

さる 5 月 3 日肺気腫にて急逝されました。

(享年72歳) 謹んでご冥福をお祈り申し上

げます（合掌） 

 

 

 

 平成 20 年 5 月 25 日 月例会 

再び『都電荒川線を歩く』を担当して 
                                コースリーダー 石原洋二 

 雨。参加者７３名。一週間前の天気予報から、当日の天候が危ぶまれていたが、残念ながら今年も的中し

てしまった。このコース、昨年３月の参加者４２名という芳しくない成績(雨天のせいか？)のリベンジ、の積

りで季節を変え、快晴のもとバラの花を見ながら歩こうという目論見は、ものの見事に返り討ちに遭ってしま

った。 

 集合場所のドナウ広場は新しく整備されていた。それで

も昨年よりはまだ小雨のなか、出発。三ノ輪橋の停留所か

ら線路に沿って歩く。途中、王子電車に関わるさまざまな

解説を試みる。熊野前では、新しい交通システムの日暮里・

舎人ライナーが開通していた(来年度はこの沿線を歩いて

みたい)。宮の前では、寺の湯跡に立ち寄った。荒川車庫に

は、昨年なかった保存車両の５５０１号(PCC ｶｰ)と７５０４

号(学園号)がおもいで広場に展示されていた。それにして

もバラの花が見事である。 

 このころより雨もあがり、飛鳥山では屋外で食事をすることができた。 

 庚申塚では、猿田彦神社に詣で、大塚では、天祖神社

境内の空襲で焼け生き残った銀杏の木を見、千登世橋か

らは、のぞき坂を下り、面影橋からは川沿いの緑道を歩

き、終点の早稲田停留所には、予定の時間どおり無事到

着した。 

 地図は昨年使用したものを利用させていただいた。代

わりにといってはお粗末だが、都電が描かれている郵便

局の風景印カラーで印刷してお配りした。雨のなかご参

加いただいた皆様に感謝。 

    (担当:早川 進・加藤譲治・清水完浩) 

  

去る 4月 29日に開催された｢第 5回我孫子･大正浪漫ウオーク｣大会で発生したトラブルについて、5月 29日の

役員会で役員全員がその詳細について把握･反省し、今後の行事運営に役立てる事と致しました。 

トラブル 1：ご婦人の参加者が友人と歩行中に前方から来たジョギングの若者(男性)と衝突して転倒し、左手首を

骨折、救急車で運ばれました。被害者に対する事後のバックアップは万全にやっております。 

トラブル 2：ご婦人の参加者が熱射病で気分が悪くなり、地元の方がマイカーで大会本部まで乗せて来て頂き、

幸い休憩しただけで元気を回復してお帰りになりました。 

反省点：①渡した地図に大会本部の電話番号記載漏れ②地図が色紙で印刷文字も見難くかった③行事毎に

繰り返し体調管理や歩行マナー向上についてお願い

する事などが話合われました。 (以上文責：和田) 

★ 平日ウオーク 10回完歩者氏名   

5/14（水）の平日ウオークでの 10 回完歩者は印西

市の石井信次さんでした。昼食会場の清水公園で表

彰するところ、雨のため中途解散となり大変失礼し

ました。 

 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 

熊野前交差点を行く 



 

  
 

☆ 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。 

 

☆ 8 月例会 ミニナイトＷ 手賀沼の花火   11 km  （コースﾘー-ﾀﾞー 吉田 公康） 

日 時／8 月 2 日（土） 16：30 団体歩行    

集 合／東武野田線 増尾駅徒歩 4 分 稲荷谷公園 

参加費／CWA 会員無料・県外歩会員&一般参加 300 円 

 解 散／19:00 頃 北千葉導水ビジターセンター （最寄り駅：ＪＲ北柏駅まで案内あり） 

コース／稲荷谷公園～広幡八幡宮～増尾城跡（ｗｃ）～北千葉導水ビジターセンター(解散)～ふるさと公園

（ｗｃ）～北柏駅 

○ みどころ／「夕闇の手賀沼の大空に打ち上げられる華やかな花火を、先ずはご堪能下さい」。柏の南に

位置する自然いっぱいの増尾から、手賀沼に向かいます。途中、広幡八幡宮に参拝し、増尾城跡公園

で一服。後は夕闇せまる中を、夜風に吹かれながら大津川べりをひたすら手賀沼に向かって歩きます。 

 

 

 

 

    

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 7月のみ 7：30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)、  

 

☆ 7 月１9 日(土)房総風土記の丘 約 8km  （担当：高桑三郎）  

ご注意：7 月の集合は夏時間の 7:30 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 11:00頃 

 

☆ 8 月の行事はお休みします 

☆ 9月 20日(土) 初秋の利根運河を訪ねて 約 8km （担当：川

越久子） 集合：東武野田線運河駅  解散：運河駅 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない （３） 

   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 

5/17(土)柏花野井・長泉寺を見学中 



 平成 20年 4月 6日 月例会 『桜とマンモスと松虫を訪ねて』 

  

                                 ご協力に感謝・感謝･･･歩遊人 

ＪＷＡ苅草さん：田園風景を見ながら楽しく歩きました。ありがとうございます。 

船橋歩：大田光一さん･･･平日ウオークも昨年 2 月より 8 回くらい歩かせてもらっています。今日のコースは

良かったです。印旛沼の周回コースは何度も歩いているが印西側の沢野辺山道を歩くのが良かった。 

北総歩：軍地恒四郎さん･･･陽春の中、ロマンと癒しの 13 キロを楽しく歩く事が出来ました。回数券往復の

手配はかえって役員の方々に申し訳ない気持です。 

北総歩：吉井孝さん･･･楽しいコースでした。懐かしくもありました。 

船橋歩：遠山登士さん･･･お天気○、コース○、交通費割引○、野菜の買い物○、幹事さんのご配慮○、合わ

せて◎です。有難うございました。 

北総歩：佐藤登さん･･･春の素晴らしい 1 日をありがとう。 

北総歩：石井高子さん･･･今日のコース（吉高）は山道あり、沼の眺めあり、桜が各所に咲いていてとても良

かった。行きたい所、南桜井・グライダー発着・おおたこ会館など。 

埼歩協：伊藤次郎さん･･･今後とも電車の時刻記入をお願いします。 

千葉歩：橘重人さん･･･現場に来て大変残念です。吉高の大桜を目標に参加しました。 

北総歩：高瀬幸子さん･･･今日はとても良いコースで、春を満喫しました。ありがとうございました。 

北総歩：吉澤仁さん他一同･･･楽しいウオークが出来ました。役員の皆様に感謝申し上げます。 

北総歩:稲葉清一郎さん･･･双子公園迄の感想として、里山歩きを楽しめる嬉しいコースです。特に徳性院先か

ら見る印旛沼の印象が心に残ります。今後も里山を歩きたいと思います。 

無記名･･･マイクの声が聞き取れなかった。 

鎌倉歩：牧野信子さん･･･のんびり歩かせて頂いて、つくしも摘めました。よかったです。 

北総歩：鈴木康正さん･･･行き交う人も車も無く、眺める風景の素晴らしさ。特に 300～600 年の長樹に出会

えた事、何とも嬉しかった。 

市川歩：森田悦治さん･･･久し振りの里山ウオークを楽しく歩かせて頂きました。ありがとうございました。 

東京Ｗ：吉岡秀子さん･･･名所の説明とても良かったです。残念な事は役員さんは多いんですが、トランシーバーにそ

の説明が聞えてこなかった事です。 

船橋歩：小関重美さん・・・役員さん本当にご苦労様でした。大変良いコースで天気も良く、楽しく歩かせて頂きました。 

北総歩：松葉佐芳江さん･･･吉高の桜が咲いていないのが残念でした。自然が豊かで楽しいウオーキングでした。 

北総歩：松葉佐伸一さん・・・有難うございました。吉高の桜、2～3 日で開花でしょうか？是非、満開を見たいです。 

船橋歩：松原英一さん・・・一部桜が見れなかったがいいコースです。途中の 2 列歩行は最初から出来るように役員の 

北総歩：石井信次さん・・・楽しかったよ！！                              指導をお願いします。 

北総歩：若月愼爾さん・・・吉高の桜、残念！ 花の咲く日に再挑戦！ 

船橋歩：亀山さん・・・自然がいっぱいで良いコースでした。又、お願いします。 

千葉歩：佐々木悦子さん・・・とても良いコースでした。桜が咲いていないのは残念でしたが、これは難しいですね。でも 

北総歩：柴田契さん・・・コース、天候とも最高。有難うございました。              コースは良かったですよ。 

ＪＷＡ：西垣洋一さん・・・素晴らしいコース！どうもありがとう！ 

千葉歩：森川宣子さん・・・今日のコースは最高に良かったです。吉高の桜は満開を期待して来年もよろしくお願いしま

す。交通キップの配慮、ありがとうございました。 (おわり：歩遊人) 

 

【編集後記】 昨年（Ｈ19）の 10 月、小生は世界遺産の九寨溝・都江堰を旅した。5 月にその一帯を震源

地とする四川大地震が発生した。小生が旅をした 7 ヶ月前の年月は地球の年齢から言えば一瞬でしかないの

だからこの地震に遭遇したかもしれない。何があるか分からない今日、日々を大切に生きたい。―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） 

 

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 

 


