
 

 

 

 

 

 

創立 15周年記念式典 を開催 

 

 6 月 8 日（日）12:00 よりプラザヘイアン柏において北総歩こう会創立 15 周年記念式典・祝賀会を開催し

た。梅雨時ながら当日は天候にも恵まれ、午前中は 10km の記念ウオークを実施して式典には多くの会員に

そのまま参加して頂いた。 

 主催者市川会長の挨拶は、創立以来歴代会長の功績を称え、会員と共に今後の会の発展に対する決意を語っ

た。顕彰式は特別功労・永年功労・多年完歩・優

秀ウオーカー・永年会員の 64 名が表彰され、関

前会長が受賞者を代表してお礼の言葉を述べら

れた。来賓紹介（達 CWA 副会長・行田船橋歩会

長・高椋いちかわ歩会長･伊藤ちば歩副会長･小早

志東総歩会長・古宮東葛ウオーキング C 代表・

田仲利根歩会長）後、来賓を代表して達 CWA 副

会長から祝辞を頂いた。 

 祝賀会は行田船橋歩会長による乾杯の音頭で

始まり、カラオケも飛び出して賑やかに終始した。

最後には全員で大きな輪を作って肩を組み、参加

者 107 名による「青い山脈」の大合唱で 14:00

に閉会した。（記：和田武年） 

  顕彰者ご芳名 （名前は会員番号順・敬称略・名前の太字は受賞者代表） 

※特別功労者･･････････関清吉（1 名） 

※永年功労者･･････････和田武年・中山弘・小林直之・森禎之・鈴木好次・後藤章・清水完浩・菊池靖・加藤

洋子・河野千代子・高桑三郎（11 名） 

※多年完歩者･･････････和田武年・関清吉・吉井孝・中山弘・森禎之・鈴木好次・後藤章・清水完浩・宮崎蔦

司・加藤洋子・河野千代子・高橋二郎・今井誠一・市川操（14 名） 

※優秀ウオーカー 

地球一周 4 万キロ達成者･･････和田武年・福原哲史・吉井孝・鈴木好次・小林邦夫・渡辺肇幸・清水完浩・

林義治・菊池靖・今井誠一・曽我武昭 

全国 47 都道府県達成者･･････合田昌子・菊池靖・市川操・筒井寿一・柳田秀雄（16 名） 

※ 永年会員･･････････黒河内尚・和田武年･福原哲史・関清吉・関久美子・吉井孝・岡崎真城・岡崎則子 

中山弘・菅原美津子･小林直之･森禎之･伊澤米治・菅原寿恵野・鈴木好次・中山祐子・

康善仁･合田昌子･木津隆典･丸笠富子・後藤章・小林邦夫（22 名） 
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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 

式典で挨拶する市川会長 



平成 20年 6 月 4 日 平日ウオーク 

『昔からの流山を歩く』を担当して 

コースリーダー  堀口 武 

前日に台風 5 号が通過していったが、天気が心配であった。当日は、どうにか雨にも降られず、無事に終

わる事が出来た。今回のウオークは、博物館を見学してもらい、流山市内の幾つもの遺跡から発掘された出土

品を見てもらう狙いもあった。さらに、現在の千葉大学の発祥の地である常興寺や明治の初めに私学を創立し

た、鏑木学校の発祥の地を巡り、流山が学校教育に熱心であったことを理解してもらう目的もあった。 

流山の地名の由来となった赤城神社、近藤勇陣屋跡を訪ねたあと立寄った閻魔堂では普段見られない閻魔

さまを拝見することが出来た。流山市立博物館では、25 分間見学時間を設け、展示を見てもらった。今上落

川（いまがみおとしがわ）に沿って歩

いて昼食場所の流山クリーンセンタ

ーにたどり着いた。昼食後は琵琶観音

のある西栄寺に立ち寄った後、初石の

小鳥の森を経てゴールの柏の葉公園

に到着した。 

今回のコース設定では、多くの方が

既に歩いている流山の定番コースの

中で何か違いを加えたいと思い、途中

の博物館見学を取り入れた。 （コー

ス担当：和田武年・川越久子） 

★ 平日ウオーク 10回完歩者氏名   

6/4（水）の平日ウオークでの 10 回完歩者は船橋歩の木村侃さん・JWA の山下勝彦さん・北総歩の稲葉清

一郎さんの 3 人でした。昼食会場の流山市クリーンセンターで表彰されました。 

 

 

 

 

    

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)、  

 

☆ 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 

 

☆ 10 月１8 日(土) 松戸小金宿あたり  

8km  （担当：小原とよ子）  

     詳細は ほゆう 8 月号でどうぞ 

 

 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 

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 

流山市立博物館を見学 

6/21 ふぁみりーW・水元公園入口→ 



 

楽しく歩きましょう 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 

 

 

 

 

  
 

☆ 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～増尾城址総合公園（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、増尾城址総合公園

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。 

 

☆ 9 月例会  鮮魚街道を歩く②    １１km・16km      （コースﾘー-ﾀﾞー 早川 進） 

日 時／9 月 15 日（祝） 9：００  団体歩行  集 合／東武野田線高柳駅  

参加費／CWA 会員無料・県外歩会員&一般参加 300 円  

解 散／11km：13:00 頃 みのり台駅・16km：15:00 頃 樋之口川の一里塚 

コース／高柳駅前～六実踏み切り～OWL Goko ショッピングセンター（WC）～金ヶ作公園（昼食、WC）

～みのり台駅（一次 解散）～美野里交差点～納屋河岸～樋之口川の一里塚（解散式） 

○ みどころ／鮮魚街道の後半を歩きます。道中 野馬除土手、子和清水をとおり江戸川岸の納屋河岸跡 

を目指します。 

 

☆ 9 月平日ウオーク  北総の素朴な自然探勝のみち   1４km      （コースﾘー-ﾀﾞー 筒井 寿一） 

日 時／9 月 17 日（水） 10：11 団体歩行  「歩きたくなる道 500 選」千葉県⑧の押印あり 

集 合／北総線千葉ニュータウン中央駅 駅前   

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／出発と同じ千葉ニュータウン中央駅 駅前 15:30 頃 

コース／NT 中央駅～彦根の地蔵～光堂の厨子～松山下公園（昼食・WC）～大六天からの手賀～星の井戸 

～乳なし仁王尊～重文の農家～懐かし分校～中国の鐘～白井聖地（WC）～雨乞の阿夫利神社～NT 中央駅 

○ みどころ／歩きたくなる道 500 選の千葉県⑧完全版です。都営浅草線日本橋駅で 9:18 発、JR 武蔵野 

線東松戸駅で 9:54 発や東武野田線＆新京成線新鎌ヶ谷駅で 10:00 発の北総線に各駅でお乗換え下さい。 

 

 

流山市 在住 竹澤 慎 さん 

柏 市 在住 金子恵美子さん  

先輩会員の皆様、どうぞよろしく！！ 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

（３） 



 平成 20 年 6 月 8 日 月例会 

『創立 15周年 記念ウオーク』を担当して 
                                  コースリーダー 川越 久子 

記念ウオークに相応しいコースをと諸先輩の御意見も聞き、

意気込んだものの時間とゴール場所の制約、その上記念の集合

写真撮影、その他の細かい配慮が必要で残念ながら花菖蒲の北

柏ふるさと公園はカット、果たして皆様に喜んでいただけるか

否か、無事時間内にゴール出来るか否かドキドキのスタ－トで

した。 

予報に反し雨にもならず 124 名と云う大勢のご参加をいただ

き、賑やかに和田氏のカメラの前に整列(？)で無事撮影終了。柏

市民の手近い散歩コースである大堀川に入る。桜の里親の事、

ここ 1，2 年の大ニュースである「サケの遡上」の事、その原因

などをお話して皆様にお聞き願いながら水面を眺めつつ歩き柏ふるさと公園へ。残念ながら紫陽花は未だ蕾。

静かな学園の間を抜け柏市の中心街へ。ご存じない方の多いオフイスやお寺を通り焦らずに安全第一に余裕を

もって、ゴールの立派な諏訪神社に到着出来ました。 ご参加の皆々様には物足りない点多々あったかと思い

ますが、稀には静かなのんびりとしたウオークも良いのではと一人勝手に思います。皆様いかがでしたか？ご

協力有難うございました。 (コース担当：河野千代子・高桑三郎) 

 

 

【編集後記】北総歩こう会創立 15 周年記念行事を無事に終わらせる事が出来た。関係しご尽力された方々 

に感謝する。ビルマの台風・四川省の大地震・そして岩手宮城内陸地震と地球規模の大災害が続くが、北総歩 

会の歩く仲間達は押寄せる災難を打ち払い、上の写真のように明るく楽しく和やかに未来に向かって、創立 

20 周年に向かって歩いて行こう。梅雨の季節、されど昼の時間が最も長い季節でもある。―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 

 

大堀川の昭和橋を行く 

北総歩こう会創立 15周年記念ウオーク出発式   柏駅西口岡田病院側階段 平成 20年 6月 8日 


