
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20年 8月 2 日 月例会ミニナイトＷ 

『手賀沼の花火』を担当して 

コースリーダー  吉田 公康 

花火といえば「手賀沼の花火」か「松戸の花火」、昨年のミニナイトＷは「松戸の花火」なので、今年は「手

賀沼」の番。そうなると「手賀沼」に行くには、何処を出発点にするか、過去を調べると一昨年は北柏駅、そ

の前は我孫子駅から。従って今年は少し角度を変えて東武野田線沿線からスタートする事にし、調査にはいる。

その結果増尾駅か逆井駅が候補。この暑い時期、なるべく短い距離で極力涼しい所を歩くとなると、涼しい夜

風に吹かれながら田圃を歩き、そして川沿いの土手を歩く、これがベターではないか。これで自ずと増尾駅か

らのスタート、という事でルート決定。 

あとは心配な点の確認。 

【その１：暗さ】薄暗い土手を歩くのに危険はない

か、暗さのチェック。当日はコース途中の「ひ

どり橋」にＰＭ７時までに到着したい。そのた

めに夏至１ヶ月前のＰＭ７時の暗さを確認し、

当日の暗さを推定、大丈夫と確信。 

【その２：土手の草】花火当日までに土手の草を刈

り取る計画を確認。 

【その３：トイレ】 当日は千葉北導水センター屋

外トイレの解放を確認。 

そして当日雨で花火中止の場合は、増尾城址公園か

ら JR 柏駅にコースを変更する事にし、これで準備万端 OK。 

さて当日は天候にも恵まれほっとする。「ひどり橋」を過ぎたあたりから予定通り、花火が打ち上げられ始

めた。かくしてこの暑い中、１１４名の方々のご参加をいただき感謝。大した問題も無く無事計画どおり終了

することが出来た。（コース担当：中山祐子・市川 操） 

 

 

 

 

会員の清水完浩さんが四国八十八ヶ所巡

り 1200km を単独で一気に完歩されまし

た。4/30 自宅夜行バスで出発、5/1 に 1

番札所を出発、歩き続けて 6/4 に 88 番札

所にゴール。6/5 に 1 番札所にお礼参り、

6/6 に高野山に報告して帰宅という強行

軍を成し遂げました。おめでとう。 
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１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

増尾城址公園を出発 
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１        

 総力を上げての“相馬霊場めぐり”その 2 

                        我孫子市在住会員 古澤 直起 

 実施するに当たり古くから“相馬霊場”コー

スを熟知されておられた、北総歩初代会長

の菊池維平氏から貴重な資料と距離・順路

等を明確に作成して頂き、全面的な指導を

受けた。 

 その先陣に現北総歩の M さんが指揮官と

してコースリーダーとなり、度重なる下見を

繰り返し、練りに練って出来上がったのが 6

回に分けて作成されたコース地図だった。 

全ての役割を全役員一丸となって総力を上

げて取り組んだ、思い入れの深いコースだ

った。そんな“相馬霊場めぐり”の下見が始

まったのだった。 

 確か例会第 1 巡目初回が、平成 7 年 10 月だった。当然下見はそれ以前からだった。文章が飛び飛びで恐縮だ

が・・・・・。先ずは“相馬霊場めぐり”その３（次回予定）の下見からであった。 

 ――関東鉄道“？それまで利根川を挟んだ取手からの始発にある鉄道とは知らなかった。―恥ずかしいかな― 寺

原駅で降り、69 番札所法海寺から始まり、桔梗塚～三仏堂（国指定重要文化財）～永蔵寺までの相馬霊場 19 ヶ所を

巡り、関東鉄道稲戸井駅までの約 14km の下見だった。菊池初代会長以下参加役員は充実感でいっぱいだった。 

 （この原稿は 2007.08.26 歩遊人受付けです。掲載が遅れて申し訳ありません） 

 

 

 

北総歩こう会では未だにホームページの開設が出来ないでいる。高額 X 円の自腹を切って講習会に参加した

が実現せず、娘に作らせようとしたが嫁に行ってしまい挫折した。残りは有力会員の協力を願うだけだ。 

この度、北総歩こう会も登録されている流山市民活動推進センターのホームページを開いて、トップページの

「登録団体イベント・講座情報」にクリックすると例会予定が掲載される事になったので見ていただきたい。 

URL： http://www.nagareyama-shimin.jp/index.html           ―歩遊人― 

 

    

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)、 

 

☆ 10 月１8 日(土) 松戸小金宿あたりを歩く 8km  （担当：小原とよ子）  

   集合：JR常磐線北小金駅  解散：新松戸 赤城神社 11：30 頃 

 

☆ 11 月 15 日(土) 柏南部ふるさと散歩  約 8km （担当：中山 弘） 

 集合：東武野田線逆井駅    解散：新柏駅 

 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 

下見に参加した人達・69番札所永蔵寺前で 

http://www.nagareyama-shimin.jp/index.html


 

  
 

☆ 10 月平日ウオーク  旧湖北村を歩く   1４km      （コースﾘー-ﾀﾞー 吉田 公康） 

日 時／10月 1 日（水） 9：００ 団体歩行  集 合／JR 常磐線天王台駅 天王台西口公園   

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／15:00 頃・湖北台第一公園で解散 JR 成田線湖北駅まで案内 

コース／天王台西口公園～西音寺・八幡神社（下ヶ戸）～八幡神社（岡発戸）～八坂神社～中峠亀田谷公 

園（WC）～天照神社～湖北台中央公園（昼食・WC）～諏訪神社～日秀遺跡～将門神社～将門の井戸～日 

秀観音～湖北地区公民館（WC）～湖北台第一公園（解散）･･･湖北駅まで案内 

○ みどころ／東西に長い我孫子市の中ほどに位置する、旧湖北村を歩く。北側のはけの道、鎌倉道など 

を歩き、日秀遺跡、将門伝説ゆかりの地も訪ねる。 

 

☆ 10 月例会 ちば七廻道『水辺』コース (500 選のみちを歩く)   （コースﾘーﾀﾞー 堀口 武） 

 主 催／NPO法人千葉県ウオーキング協会    主 管／北総歩こう会 

 日 時／10 月 12 日（日） 26ｋｍ（自由歩行）8：30 集合      15km（団体歩行）9：30 集合 

集 合／柏の葉公園桜の広場 つくばエクスプレス線（TX 線）柏の葉キャンパス駅徒歩 15 分 

参加費／参加者全員一律 500 円（ 「歩きたくなるみち 500 選」＆CWA七廻道パスポート押印あり） 

 解 散／15:30 頃 柏の葉公園 

コース／26km コース：大堀川～柏ふるさと公園～手賀大橋～白樺文学館～嘉納治五郎旧宅～船戸の森～ 

武者小路実篤旧宅～JR 北柏駅～けやき通り～柏の葉キャンパス駅   15km コース：鏑木学校発祥の地 

～流通大学柏高校～理窓会記念自然園～運河水辺公園～東深井地区公園～東大柏キャンパス 

○ みどころ／今回、出発場所・コースを一新。26ｋｍは千葉県①、15ｋｍは千葉県⑨とも 500 選のみち

認定。26km コースでは、大堀川から手賀沼を半周して、白樺派文学者の足跡をたどります。15km コ 

ースでは、理窓会記念自然園で森林浴を楽しみます。 

☆ １1 月平日ウオーク  あるぞ自然が！のんびり歩こう  13km      （コースﾘー-ﾀﾞー 小原 とよ子） 

日 時／11月 5 日（水） 9：00 団体歩行 平日パスポート押印あり 

集 合／新京成線 鎌ヶ谷大仏駅北口 2 分 鎌ヶ谷八幡神社        

解 散／14:30 頃 市川動植物園 最寄り駅：動植物園北口 3 分に北総線大町駅 

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  

コース／大仏だ！宿場の旅籠だ！野を駆ける馬だ！七面堂から湧水だ！日蓮上人の父母だ！ダルビッシュ

だ！野鳥、小魚、ザリガニの集団だ！その他諸 ・々・自然公園が待っている。昼食は球団ニチハムの広場で！！ 

みどころ／鎌ヶ谷市を東から西に横断、名所（ニチハム球団）旧跡（宿場の旅籠） 自然（動植物園）を

楽しみましょう。 

☆ 11 月例会  江戸七富士巡り ②  13ｋｍ・16km     （コースﾘー-ﾀﾞー 石原 洋二） 

日 時／11月 16 日（日） 9：００  団体歩行  集 合／ＪＲ京浜東北線東十条駅北口（赤羽寄り）中十条公園  

参加費／CWA 会員無料・県外歩会員&一般参加 300 円                 

解 散／13km：西武新宿線中井駅 16km：成子天神社境内 15 時頃（JR・メトロ新宿駅徒歩 10 分） 

コース／江戸郊外の富士塚七つ：十条富士～板橋富士～池袋富士～長崎富士～江古田富士～江原公園（昼

食・ｗｃ）～中井駅（13km 解散）～上落合富士～成子富士を巡る 

○ みどころ／パート①では江戸市中の富士塚を巡ったが、今回はその郊外編。中でも長崎と江古田の富

士塚は国の指定有形民俗文化財。また池袋と成子天神社のそれは各区（豊島区・新宿区）の登録史跡

となっている。富士塚ごとに異なる富士講紋も見どころのひとつ。 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

（３） 



私の 9.11 
 

                                  

 

 

 

                      流山市在住会員 和田 武年 

また 9 月

11 日が巡っ

て来ました。

ニューヨーク国際貿易センターのツイン

ビルに、それぞれ旅客機が激突して大惨事

となった日です。国際テロ組織が旅客機を

乗っ取り、乗客もろともビルに突っ込み自

爆しました。この日は他にもペンタゴンと

ホワイトハウスを狙って自爆した 2 機が

あって合計 4 機の旅客機が乗客を巻き込

んで自爆しました。 

私が世界貿易センタービルを訪れたのは、事件の

発生する前年、2000 年 7 月 12 日でした。私の娘と

ニューヨーク在住の娘の友人と 3 人で、古いブルッ

クリン橋を歩いて渡って行きました。その日、午前

中はハーレムの教会で「ゴスペル」を聴き、午後は

ブロードウエイで「美女と野獣」を見ての帰りに立

ち寄ったのです。ツインタワーの入口では、張り子

の 2 頭の牛が迎えてくれました。107 階からエスカ

レーターでもう 2 階上がった展望台には、夕方 5 時

を過ぎているせいか人影は有りませんでした。見下

ろす小さな島に立つ自由の女神像や、ハドソン川に

沈む夕日を眺め、ゆったりとした時間を過しました。

日本を離れて 3 ヶ月、夕日の先に故郷を見ていたの

かもしれません。 

多くの尊い人命とともに消えてしまった、あのビ

ルの屋上で過した時間があった事を、毎年この日は

思い出させてくれる事になるでしょう。 

（H16.09 記） 

 

【編集後記】2 ページ「想い出の下見寸描記－４－」の文中の後半に「先ずは“相馬霊場めぐり”その３（次 

回予定）の下見からであった。」なる文章がある。この時点で筆者は続きを書く積りでいたのだが、その後、病に倒れて 

寝たきりになってしまった。一日も早く快復して、この続きの投稿を頂きたく願う。今年の 8 月は暑い夏に高校野球と北 

京オリンピックが重なって熱くなった。しかし、このほゆうが皆さんの手元に届く頃には甲子園も北京も終了して、頂点 

に立った僅かな人の喜びの涙と、沢山の人の無念の涙を秋風が迎えてくれるであろう。秋は我等ほゆう人の季節だ。   

風の色を見つけに、野へ山へほゆう人はさっそうと繰り出そう。  ―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 
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（4） ４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 


