
 

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 

http://wwwl.u-netsurf.ne.jp/~KHAYASHI/hokusou/hokusoua.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21年 4月 5日 月例会 

『 凧 と 桜 と 滑 空 機 』 を 担 当 し て            

                                               コースリーダー   中山 弘 

今年の桜は開花宣言が発表された後全国的な寒波襲来

で足踏み状態が続き、果たして例会当日にはどうなる事か

と気をもんだ。ようやく例会の４～５日前から暖かくなり、

各地から満開の便りも聞かれるようになった。担当の藤井

さんが前日様子を見に行き ７～８分咲きになっている

とのメールで、桜の事は大丈夫と思った。後は天候の心配

だったが、あまり良くなかった予報もだんだん上向きにな

り前夜の天気予報で明日は絶好のお花見日和との知らせ

に胸をなでおろした。 

例会当日は 3 キロの桜の土手を参加者たちが、カメラに

納めながらのんびりお花見ウオークを楽しんでいた。昼食

会場の大凧会館では 50 人ほどの参加者が、大きな凧や世

界中の珍しい凧の展示品を見学した。大凧は毎年 5 月 3 日と 5 日に揚げられるとの事で、江戸川の土手に糸

目取り付け用の足場を組み立てている最中だった。タイトルのもう一つの滑空機も、青空の下で胸がわくわ

くするような離着陸の様子が見られた。16 キロとやや長いコースだったが、午前中の桜と午後は土手の斜面

に切れ目無く続く黄色い菜の花を見ながらのウオークで、春を満喫された事と思う。残念に思うことは土手

では自転車も多く走っているので、事故防止上たびたび声高に注意しても横に広がる事が多く、不愉快に思

われた方もいると思う。 

87 名の参加者と役員の協力に感謝します。  

（コース担当 藤井順一 早川進） 

  地球一周 4 万キロを目指して  

 

 

                                                                     

 09 年 1 月 31 日認定者  28000km 和田 武年さん 

４万キロ達成は近いぞ！秒読みだ！ 
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平成 21年 4月 29日 特別例会 

『第 6回我孫子・大正浪漫ウオーク』を担当して 

運営委員長  筒井 寿一 

６回目となる当ウオーキング大会もハトの会の総会中止、

天候の変化等により当日参加が多い為、参加人数も大幅に

変化している状況であります。コースも昨年 26・15・7km

に変更し、より多様化するウオーカーの期待に添うべく改

良を致しました。 

 本年は地元住民の一般参加を願い、我孫子市民は参加費

を 1/2の 500円に設定し、地元各情報誌・各公共施設に PR、

各地大会にチラシ配布し近郊ウオーカーの参加誘致に努め

ました。CWA関連の事前登録が昨年 11 名だったのが今年は

46 名、地元我孫子市民の参加が 74 名。おなじみの顔、リ

ピーターの参加の他、家族連れ、恋人、夫婦、仲間が集い

昨年の 492 名を今年は 680 名と大幅に上回ることが出来ま

した。これはひとえに、ご協力下さいました関係各位、皆

様のお陰と主催者一同感謝申し上げます。 

 当日は、岡野前 JWA 会長・達 CWA 会長の挨拶の後、遊歩道の整備も進んだ手賀沼周遊・文化遺跡を訪ね、

絶好の天気のもと躑躅、藤の花は満開、新緑は目にしみ、あちこちで水を張った田んぼで田植えが始まり、

これぞ“歩けば 風の色が見えてくる”を感じながらのウオーキング！！ 

 自然と文化の香りを満喫した顔が

ゴールに次々帰り、“素敵なコースで

すね”“来年は残った鳥の博物館に行

かなくちゃ”“白樺文学館にもっとい

たかった”なかには一人各 1本農家で

貰った大根を抱えた 20 名以上のにこ

やかな笑顔、一方ビールを抱えた一団

も次々にゴール。今日 1日楽しんで貰

えたようです。(文責：筒井寿一) 

 

    

「ふぁみりーウオーク」の集合時間は毎回 9：00です。ゴール解散は 12:00 までを目途にしております。 

5月の行事から参加費：会員 100 円・会員以外 200円と改正させて頂きます。 

伏してご了解をお願い申し上げます。 

 

☆ 6 月 20日(土) 堀切菖蒲園を訪ねて 8km  

（担当：吉田公康）  

   集合：JR綾瀬駅東口 2分 東あやせ公園 

   解散：JR北千住駅 （ルミネ前） 

 

 ※ご注意 ７月は早朝 7:30集合です 

☆ 7 月 18日(土) 馬橋から松戸まで 約 7km  

（担当：清水完浩） 

 集合：JR馬橋駅西口 

 解散：JR松戸駅 

ホームページに関する質問は、hokusou15@gmail.com へどうぞ 

 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

（２） 

4/18 菜の花咲く大堀川を行く→ 

15km コースゴールの元気な家族 

浅間橋付近を颯爽と歩く 26km 参加の強者たち 

mailto:hokusou15@gmail.com


 

 

★ 5月例会 新緑のつくば研究学園都市を歩く  13km  （コースリーダー 神埼 武） 

 日 時／5月 23日（土）9:00 団体歩行     集 合／TX線つくば駅 A2出口１分中央公園 

 参加費／CWA会員無料・県外歩会員&一般参加 300円 

 解 散／14:30頃 集合と同じつくば駅・中央公園 

 コース・みどころ／つくば市になって 20 年経過。緑豊かな街の八つの公園を巡り、木々の新緑に感動し、

木々の生命を感じるウオーキング。 

 

☆ 6月平日ウオーク 柏と周辺の公園巡り    14km  （コース ﾘ-ﾀﾞー 吉田公康） 

日 時／6月 3日（水）9：00  団体歩行  集 合／JR北小金駅改札 2分 鹿島神社 

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 東武野田線逆井駅（逆井第 2公園解散） 

コース／鹿島神社～東漸寺～根木内歴史公園～香取神社（一里塚あり)～向小金ふるさとの森～酒井根合戦

跡～中原ふれあい防災公園～小鳥の森緑地～南部公園（昼食）～観音寺～カタクリ群生地～逆井第 2公園(解

散) 

○みどころ／どの季節に訪れても素晴らしい東漸寺を振り出しに、かって高城一族が住んでいた根木内歴

史公園、アジサイ咲きほこる「ひろいけのみち」、向小金ふるさとの森、南部公園と、緑豊かな公園を巡る。 

 

☆ 6月例会 日暮里・舎人ライナーを歩く   15km  （コース ﾘ-ﾀﾞー 石原洋二） 

日 時／6月 7日（日） 9：００ 団体歩行   

集 合／JR山手線日暮里駅北口３分:谷中霊園内天王寺公園 

参加費／CWA会員無料・県外歩会員&一般参加 300円  

解 散／15:00頃 舎人ライナー線見沼代親水公園駅（日暮里駅に出る）  

コース／日暮里駅～杉野中尉受難碑～熊野神社跡～熊野の渡し跡～扇大橋駅～瑞応寺～吉祥寺～田中稲荷

神社～冬木別邸跡～大聖寺（関原不動尊）～西新井大師（昼食）～玉ノ井部屋～谷在家駅～舎人公園～見

沼代親水公園～見沼代親水公園駅 

○ みどころ／昨年開通した日暮里･舎人ライナー線に沿って名所・旧跡を訪ねながら歩きます。熊野前の 

名前の元となった熊の神社跡・熊野の渡し、千葉氏の紋の有る瑞応寺、徳川幕府から朱印地五石を与えら

れ葵の紋のついた吉祥寺、江戸深川の豪商冬木屋の別邸跡と屋敷内に勧請した稲荷神社に始まった田中稲

荷、関原の地名由来を伝える大聖寺、平安時代空海（弘法大師）が刻んだといわれる十一面観世音菩薩と

大師像が安置されている西新井大師、そして舎人公園、見沼代親水公園などを巡ります。途中、大相撲の

玉ノ井部屋の前を通りますが、ゴールの見沼代親水公園にも境川部屋があります。 

 

★ 7月例会 アサヒビール工場見学  15km  （コースリーダー 菊池 靖） 

 日 時／7月 19日（日）9:00 団体歩行     

 集 合／つくばエクスプレス線（ＴＸ）・関東鉄道常総線 守谷駅 

 参加費／CWA会員無料・県外歩会員&一般参加 300円 

 解 散／16:00頃 守谷市役所前：出発と同じ守谷駅まで案内 

 コース／守谷駅（明治神宮）～一里塚～北園森林公園～守谷城跡公園～野鳥の森散策路～幸福のみち～松

ヶ丘公園(昼食)～ビール工場(見学)～守谷市役所前(解散)～守谷駅 

みどころ／北総歩会恒例のアサヒビール茨城工場へ。明治神宮スタート後、先ず小貝川岸、江戸時代に設

けられた笠間街道一里塚を訪れる。その後、真夏の炎天を避けて北園森林公園、室町時代平将門の流れを

汲む下総相馬氏により築城された守谷城の跡を巡る。続いて市民団体、小中学生等により整備された閑静

な山道（野鳥観察路）を歩く。最後はビール工場にて工場見学。地上 60m の試飲会場にて広大な展望を楽

しむことが出来る。ショッピングも OK です。 

（3）  2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



   平成 22 年度事業計画策定のため 

                        

運営委員長  筒井 寿一  

会員の皆様、早くも平成 22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 21 年度会員アンケート集計結果報告 (2/2） 

○２０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 274人(68.5%) 不参加 126人(31.5%)                                     

 男性・参加 211人(70.3%) 不参加 89人(29.6%)、女性・参加 63人(63.0%) 不参加 37人(37.0%) 

○２０年度行事(平日 W)の参加状況（有効回答のみ） 

全体 参加 100人(39.2%) 不参加 155人(60.8%)                                    

男性・参加 94人(44.8%) 不参加 116人(55.2%)、女性・参加 6人(13.3%) 不参加 39(86.7%) 

○ふぁみりーウオークの参加状況 

全体 参加 15人(53.6%) 不参加 13人(46.4%)  

男性・参加 10人(47.6%) 不参加 11人(52.4%)、女性・参加 5人(71.4%) 不参加 2人(28.6%) 

○HP の閲覧状況(今年から開設したホームページの閲覧状況についてもお聞きしました) 

全体 見た ８人(22.9%) 見ていない 19人(54.3%) パソコン不持 ８人(22.9%)  

男性・見た ８人(40.0%) 見ていない 12.人(60.0%)、女性・見た ０人 見ていない ６人(100%) 

○その他 

 1.の例会・平日 W・FW についてでは、開催日やコースについてのご意見、2.の会員を増やすにはでは、楽

しいコースの設定、こまめな勧誘、ＰＲの仕方、各自治体の広報紙による会員募集など、3.の会の中であ

なたが出来ることでは、交通整理、ビラ配りなどのお手伝い参加など。 

○感想 

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。 

昨年と比し会員アンケートの結果では、例会の参加者は全体としてまた男女ともに増加しているものの、

平日Ｗの参加者は全体としてまた男女ともに減少しています。ただ総会資料では、20 年度例会延べ参加者

1538名（北総会員 873名）平日Ｗ延べ参加者 989名（北総会員 390名）［19年度例会延べ参加者 1777名（北

総会員 802 名）平日Ｗ延べ参加者 816 名（北総会員 383 名）］と、会員参加数はほぼ横並びの数字なので、

やや安心はしています。 

もうすでに来年度の事業計画の立案準備に取り掛かっています。こんな

ところに行きたい、こんなコースを歩いて見たいなどのご意見をどしど

しお寄せください。 

アンケートに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これからも頑張っていき

たいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

(文責・石原洋二)  

 

【編集後記】4 月 5 日の例会は上天気のもと、凧と桜と滑空機そして江戸川

の土手には一面の菜の花と素晴らしいウオーキングを楽しめました。桜が終って

藤やさつきの花の 5月は、ウオーカーにとってじっとしていられない季節。さあ！野へ山へと出かけよう！―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 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 

 （4） 

 

5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 


