
 

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 9月 15 日 月例会 

『鮮魚街道を歩く②』を担当して 

コースリーダー  早川 進 

今回は鮮魚街道の後半を歩くことでまず出発地点を六実にするか高柳にするかが問題になったのだが、佐津間に

ある道標を見たいがために高柳を出発点としました。１月に一人で歩いた時にはトイレのある公園がコース上にほとん

ど無く、トイレ休憩、昼食場所をどうするか？の２点がはっきりすることが出来ず、樋之口川の一里塚をゴールとすること

だけを決めました。５月に３人で歩いた結果、Owl Goko およびコモディいいだでトイレをお借りする事とし、昼食場所

は金ヶ作公園が良いであろうとの結論に達しました。 

また昼食を金ヶ作公園とすることで歩行距離が１７ｋｍと

なるため、稔台駅で１次解散をすることでショート、ロング

の２コースを設定する事としました。 

９月１５日当日は天気が良く他協会での行事が無い事

もあってか、役員を含めて２０３名の盛況でした。Owl 

Gokoでのトイレ休憩ではかなりの方が急いでトイレに行か

れ、途中に設定出来なかった事が申し訳ありませんでし

た。出来る事なら子和清水に寄りたかったが、道路の真

ん中にありそこを往復することを考え諦めました。なお完

歩証の道標は県道で子和清水の反対側に立っておりま

す。稔台でお帰りになった方が５０余名おいでになりまし

たが、ショートコースを設定したことで参加者が増えたのではないでしょうか？ 

常磐線を超えて角町に出る予定でしたが、曲がるところを間違えコースどおりでなかったことは申し訳ありませんでし

た。いろいろ戸惑う事もありましたが役員、参加者の皆様のご協力により、無事ゴール出来ましたことを感謝しており 

                 ます。（コース担当：筒井寿一・森 禎之） 

★ 平日ウオーク 10 回完歩者氏名 9/17（水）の平日ウォークでの 10 回完歩者は 2 名です。昼食会場 

の松山下公園で表彰されました。船橋歩：大田光一さん・北総歩：林克彦さん おめでとう。 

 

地球一周 4 万キロを目指して 

 

 

 

35000ｋｍ 08 年 6 月 30 日認定者 

   高桑三郎さん 

36000ｋｍ 08 年 7 月 31 日認定者 

  森 禎之さん 

４万キロ達成は近いぞ！秒読みだ！ 
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１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 



平成 20年 9月 17 日 平日ウオーク 

『北総の素朴な自然探勝のみち』を担当して 

コースリーダー  筒井 寿一 

 天気晴朗にしてウオーキング日和。でも２日前の鮮魚街道ウオークの後と北総線の高運賃の為か北総歩会員の参

加少なし。しかし関西をはじめ福島・栃木・群馬・茨城･埼玉･神奈川･東京･千葉等のウオーカー、日歩大内隊長・相模

原会長･ちば歩会長･CWA事業委員長他１６３名プラスアルファーの皆様、おおむね満足されて楽しんでされたようで

喜んでおります。 

 美しい日本の歩きたくなるみち５００選も、初めから全部回るのは不可能と無視される方々も多かったのですが、関

西･中部を中心に最近俄かに人気が出てまいりまして、憑かれたように参加される方も多く見られます。今回の千葉

12-08「北総の素朴な自然探勝のみち」をはじめ 12-10「九十九里浜・南白亀川をたどるみち」・12-04「佐原の町並みと

香取神宮のみち」・12-07「とみさんふるさち自然のみち」については、多くの 500 選ファンから「年に１回程度の開催を

して参加機会を作ってほしい」との声が寄せられておりました。これまでは船歩の雨中の実施と一部を取り入れたコー

ス・バスでウオークで数回行われただけでした。 

 今回北総歩こう会としてほぼ完全の形で、むし

ろより楽しいルートをと改良して実施した積りです。

しかし時間･距離・天候・を考慮し、見学・紹介を

割愛したのが心残りでした。もうひとつ、北総歩

の会員の方々も①500 選コースはそれなりに事

前知識を持って歩くと見所が多くて素敵なところ

ですよ。②楽しみ方として住んでいる都道府県を

先ず、次にブロックを、そして近くの行きやすく費

用のかからないブロックを完歩。そして全国の大

会参加の都度コースをプラスして50コース、次に

100 コースを目指して参加されてはいかがでしょ

うか？全部は無理ですから。今回も 100名以上の方が 500選の目的で参加、千葉県完歩者が 30名以上いたようです。

無理せず、楽しんでチャレンジしてください。（コース担当：吉田公康  応援：市川操・石原洋二） 

 

 

 

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き、トップページの「登録団体

イベント・講座情報」を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頂きたい。 

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)、 

☆ 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 

☆ 12 月 20 日(土) 白鳥の郷（本埜村）を訪ねる 9km  （担当：松山隆子）  

   集合：JR成田線小林駅 8：50 （我孫子 8：24 発に乗車・役員も同じ）  

   解散：同じ小林駅 12：00頃 

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 

（２） 

 2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

9/20 利根運河を行く→ 

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


 

  
 

☆ 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

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。 

 

☆ 12 月平日ウオーク  江東区の旧い町から新しい町へ  14km  （コースﾘー-ﾀﾞー 中山 祐子） 

日 時／12月 3 日（水） 10：００ 団体歩行   

集 合／ 深川公園 （地下鉄東西線 門前仲町駅 2 分） 

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 お台場 東京テレポート駅前 

コース／深川公園～古石場緑道～洲崎神社～汐浜運河～夢の島公園（ｗｃ）～辰巳の森緑道公園（昼食・ｗｃ）～ 

辰巳桜橋～有明コロシアム～センタープロムナード～夢の大橋～東京テレポート駅（ゴール） 

○ みどころ／昔、深川の掘割の上に出来た遊歩道から、埋立地の夢の島公園の第五福竜丸を見学後、辰巳の 

森緑道へ。昼食後は近代的な街お台場の夢の大橋を渡ります。 

 

☆ 12 月例会 江戸川八十八ヶ所めぐり ②  16ｋｍ  （コースﾘーﾀﾞー 石原 洋二） 

 日 時／12 月 6 日（土） 9：00 団体歩行 

集 合／TX線・東武野田線 流山おおたかの森駅コンコース 

参加費／CWA会員無料・県外歩会員＆一般参加 300 円 

 解 散／15:00 頃 流山赤城神社境内 JR・TX線南流山駅 10分 or 流山線平和台駅 5 分案内あり 

コース／おおたかの森駅～31番～41 番～37 番～4 番～36 番～34 番～30 番～22 番～流山コミニティプラザ（昼 

食）～8・78 番～番外～17･60 番～40 番～27 番～46・66 番～14・15 番～7・77 番～19・87 番～流山赤城神社（解 

散式）～各駅へ 

○ みどころ／江戸川八十八ヶ所霊場巡りパートⅡ（流山編②）。パートⅠでは、流山市の東側・旧八木村を主とし 

て巡ったが、今回は北側・旧新川村から市街地にある 23 の札所を巡る。 

（３） 

    3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



 平成 20年 9月 15日 月例会 『鮮魚街道を歩く②』 

  

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

北総歩：渡辺さん･･･午前中はおそ川さん。午後ははや川さん。メンバー、脚力に合わせて合理的でした。 

船橋歩：杉山さん・・・和気合々と街散策、ちょっと狭い処があったかな？ 

？？歩：？？さん・・・聞き取れないマイク、何とかなりませんか？ 

市川歩：矢田貝さん・・・中々コースが良かったです。天候にも恵まれて、爽やかで気持ち良く歩けました。 

北総歩：中田さん（W）・・・良かったです。 

北総歩：中田さん（M）・・・良い企画でした。 

北総歩：軍地さん・・・鮮魚街道の距離が少なく、歩くには少し不向きなコースだったように思います。昼休憩の金ヶ作 

公園はたいへん良かったです。 

市川歩：佐々木さん・・・普段歩く事の無い「鮮魚街道」、面影は既に無いが想像しながら楽しみました。ありがとう。 

ちば歩：蝦名さん・・・北総歩こう会には初めての参加です。私はちば歩こう会から来ました。本日は楽しみです。 

北総歩：小野田さん・・・曇天の下、楽しく歩かせていただきました。感謝するばかりです。 

北総歩：佐々木さん・・・いつも良いコースを歩かせて頂き、ありがとう御座います。緑も多くとても良かったです。大勢の

参加者で役員の皆様、ご苦労様でした。 

北総歩：木津さん・・・暫く、しばらくの挨拶が行き交う今日の例会。歩けはいいな―。 

北総歩：高瀬さん・・・歩くのに良い季節になりました。今日は良い汗をかくことが出来ました。有難う御座いました。 

北総歩：筒井さん・・・歩き難い道が多いなか、全員整然、且つ頑張って完歩。トイレ、長短距離分けも上手くいった。 

北総歩：鈴木さん・・・「鮮魚街道」、その名前に誘われ歩き眺れば、面影消えてただの家並み、残るは流れしたたる汗

の跡。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】9 月 15 日の月例会「鮮魚街道②」では、予想外の 203 名もの参加者に来ていただき、160 

部用意してあった会報ほゆうが不足して会員の皆様の何人かにお渡しする事が出来なかった。担当者として大 

変申し訳なくお詫び申し上げる。次の 17 日の平日 W には 260 部増刷して持っていったが、163 名の参加者 

と前に貰ったからいらない人もいて大量に余った。参加人員の予想はまことに困難である。今年の残暑は何時 

に無く長いが、私が植えて大事にしている線路道の彼岸花は日にちを間違えずに今年も咲いた。―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 

 

                                         

会長  市川 操 
猛暑の夏でした。集中豪雨もありました。お元気に過ごされましたでしょうか？ 

皆様のご協力で、今期も概ね順調に予定は消化して来ました。有難うございました。 

 さて、来期の事業計画もまとまり、役員体制を考えざるを得ない時期にさしかかりました。現状

では、病気で入院中の方、仕事の関係で無理な方、家庭に不安を抱えている方、他にも加齢か

ら皆さんと共に行動が出来ないなど、様々ですが、戦力的に大幅に低下してきております。皆さん

のご協力を頂き、今後も元気な北総歩こう会を継続させたいと思いますので、お力添えをお願い

します。もとより私たちは素人集団です。少しでも力になっていただけたらそれで充分です。併せて

サポーター（準役員）の方もお願いいたします。 

 

 


