
 

 

 

 

 

 

平成 21年 6月 3日 平日ウオーク 

『柏と周辺の公園巡り』 を 担 当 し て            

                                               コースリーダー   吉田 公康 

コースリーダーにとって多くの方々が参加して下さり、そして「今日はいいコースだったなあ」と言っていただける事

ほど嬉しい事はありません。そのためには楽しい魅力あるコースを如何に創るか、我々コース担当一同の知恵の絞りど

ころです。 

今回コースを創るにあたっては６月という季節を考慮し、先

ず心掛けた事は 

① 歩く距離を 15Km以内とする。 

② できるだけ木陰のある道を見つける。 

③ ６月の花、アジサイを楽しんでもらう。 

④ 単調な道を少しでも少なくし、変化に富んだコースに

する。 

以上の考えを基に、比較的公園、木陰のある道を歩くに

はＪＲ北小金駅が最適と判断。北小金駅が出発点である以

上、いつの季節に訪れても素晴らしい東漸寺を外す訳に

はいかない。そして次の目的「根木内歴史公園」から「香取

神社」までの旧水戸街道が何とも単調、何とかしようと調べるも何ともならず、仕方なくこの旧街道を歩く事とする。 

次に「向小金ふるさとの森」を通り抜けると麗澤大学。ここにある「ひろいけの道」とその続きの「光が丘団地」にはア

ジサイが多く植えられており満開時は見事である。しかし１週間前の最後の下見ではアジサイはまだ少し早く、この１週

間で色づくのは難しくがっかりする。またこの近くに市民憩いの場所「下田の森」があるが、距離が長くなるので省略す

る。次に「ふれあい防災公園」から「小鳥の森緑地」までが、当初計画では単調な道なので再度検討、コースを変更す

べくその周りを歩きアジサイと木陰のある道を見つける。昼食後はひたすらゴールの逆井駅に向かって歩く。この途中

にある牡丹で有名な観音寺はこの季節アジサイも見事であるが、今回はまだ色づいておらず残念でした。そして「カタ

クリの群生地」の側を通り、ゴールする。 

今回はお天道様も味方してくれ、また遠方の方々も来て下さり、１１６名の参加でした。コース担当一同感謝しており

ます。なお、皆様方から一言「良かった」と言って頂ければこんな嬉しいことはありません。 

(コース担当（菊池 靖・川越久子・中山祐子） 

 

★ 平日ウオーク１０回完歩者名  6/3(水)の平日ウオークでの１０回 完歩者は６名で、昼食会場の南部公園で表 

彰されました。橋本忠男さん(会員)・香取ちいさん(会員)・今井誠一さん(会員)  布施一巳さん(会員)・三枝輝夫さん

（CWA）・木村繁雄さん(船橋歩) 

  

 地球一周 4万キロを目指して 

                                                                    

                                                    

 09 年 3 月 31 日認定者  39000km 森 禎之さん  

４万キロ達成は近いぞ！秒読みだ！ 

北 総 歩 こ う 会 
（１） 

 会報  7 月号 
平成 21 年(2009) 7 月 通算 182 号 

北総歩こう会事務局・〒277-0841   

柏市あけぼの 2-9-20 B902                   

TEL：FAX 04-7145-1620 

http://www1.u-netsurf.ne.jp/~K

HAYASHI/hokusou/hokusoua.html 

我孫子市の十倉忠司さん・柏市の松本昴二さん 

柏市の井上勝義さん  ・利根町の西脇雄之さん 

松戸市の大川幸治さん ・松戸市の大川こよしさん 

 

 

先輩会員の皆様どうぞよろしく！ 

北総歩こう会の信条  明るく･楽しく・和やかに  略号･･･明楽和 

6/3 東漸寺を参拝→ 

http://www1.u-netsurf.ne.jp/~KHAYASHI/hokusou/hokusoua.html
http://www1.u-netsurf.ne.jp/~KHAYASHI/hokusou/hokusoua.html


 平成 21年 6月 7日 月例会『日暮里・舎人ライナーを歩く』を担当して 

9.7キロ・13駅・20分の旅 

コースリーダー  石原 洋二 

 何時の頃だったろうか？高速道路を通っていて、扇大橋と尾久橋のあたりに新しい橋らしきものが架かり始めたのを

見て、「あれは何だろう？」と、首を傾げた事がある。 

 平成 20年 3月 30日、都営交通の新しいネットワークが

誕生した。9.7 キロ・13 駅・20 分の旅、「日暮里･舎人ライ

ナー」である。荒川区の日暮里と足立区の見沼代親水公

園を全線高架で結ぶ同線の開業で、これまで鉄道とは縁

の無かった東京の区部北東部の交通アクセスは大幅に

向上した。 

 日暮里駅を出てクランク状に左にカーブを切り、西日暮

里でもう一度今度は右に曲がった後は、直線定規に沿っ

た如くひたすら北へ北へと進む。赤土小学校前・熊野前・

足立小台･扇大橋･高野･江北･西新井大師西･谷在家･舎

人公園･・舎人そして見沼代親水公園。新交通システム

｢日暮里･舎人ライナー｣は、新橋駅～豊洲駅を結ぶ「ゆりかもめ」と同様、コンピューター制御による無人自動運転で

の運行で、専用軌道をゴムタイヤで走行する。 

 今回のコース選定に当たっては苦労した。荒川区は昔住んで

いたので良く知っていたが、足立区は全くと言っていいほど知識

が無い。そこでいろいろ「検索」した上であちらこちらと見て歩き、

サブ担当のメンバーの知識を動員し、やっとの思いで瑞応寺・吉

祥院・田中稲荷･関原不動尊･西新井大師などの寺院、舎人公

園・赤山街道・見沼代親水公園などの公園を巡る事にした。今

回のコースは東奔西走した挙句の結果である。 

 帰りの｢日暮里･舎人ライナー｣では、運転席に噛り付き、歩い

て来た道のりを振り返りながら、高架からの風景を堪能した。 

 昨年度の鉄道沿線シリーズ「都電荒川線」は午前中雨だった。

今回も前日までは雨が心配されたが、幸い好天に恵まれた。東

京新聞にも案内が掲載され、203名の参加を頂いた。感謝、感謝である。いつも IVVは 180枚・完歩証は 150枚を用

意しているのだが、今回は不足してしまった。お詫びします、スミマセン。（担当：河野千代子・早川進・山口浩子） 

 

    

「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。 

 参加費：会員 100円・会員以外 200円 

 

☆ 9月 12日(土) 古利根川（沼）を歩く  

約 8㎞ （担当：菊池 靖）  

  集合：JR成田線湖北駅北口   

  解散：JR常磐線天王台駅 

☆10月 17日(土) 大堀川の源流を求めて  

約 9㎞ （担当：和田武年） 

 集合:東武野田線豊四季駅 

 解散：東武野田線初石駅 

 

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

 

（２） 

6/20 堀切菖蒲まつり→ 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

※ 8月のふぁみりーウオークはお休みします 

玉ノ井部屋を見物する 

瑞応寺をいざ出発 

mailto:hokusou15@gmail.com


 

 

☆ 8月例会 江戸川の花火を見る  10km  （コースリーダー 清水 完浩） 

 日 時／8月 1日（土）16時 30分 団体歩行    集 合／西口公園（常磐線松戸駅西口徒歩 3分） 

 参加費／CWA無料・他協会 300 円・その他 300円 

 解 散／20時 30分頃 柴又観光文化センター（京成金町線柴又駅徒歩 5分） 

コース／西口公園～江戸川土手～水元公園（WC）～しばられ地蔵～江戸川土手で花火～柴又観光文化セン

ター流れ解散（京成金町線柴又駅） 

 みどころ／暑い夏の夕方、水元公園を散策して涼を取れれば貰いもの。その後、名声の（評判の）しばら

れ地蔵にお参り、願いを叶えて貰っては如何でしょう？土手に出て江戸川に咲く花火を満悦して下さい。 

 

☆ 9月平日ウオーク 文学散歩シリーズ 荷風の下町を歩く 14km  （コースﾘ-ﾀﾞー 石原洋二） 

日 時／9月 9日（水）9時 30分 団体歩行 集 合／パンダ橋口広場（JR上野駅入谷改札口前徒歩 0分） 

参加費／会員 100円・CWA200 円・他協会 300･その他 300円 

解 散／15時頃 ドナウ広場（JR線・メトロ線南千住駅徒歩 2分） 

コース／パンダ橋口広場～オペラ座～ロック座～尾張屋～梅園～アリゾナなど浅草の各店～牛島神社～三

囲神社～弘福寺～長命寺～鳩の街～地蔵坂～向島百花園～白鬚神社～玉の井～願満稲荷～玉の井稲荷～木

母寺・隅田川神社・東白鬚公園（昼食・WC）～三ノ輪浄閑寺（荷風の墓）～ドナウ広場～南千住駅  

○みどころ／荷風に関係する場所は、数多くあります。生誕の地が小石川金富町、移り住んだところが新宿

区余丁町、港区六本木、終焉の地が市川市八幡、永井家のお墓が豊島区雑司が谷。とても回りきれるもの

ではありません。そして荷風はとても散歩好きでした。『日和下駄』では、都内全般をくまなく歩いていま

す。そして好きだった所が、銀座、浅草、向島（玉の井）だったのでは？・・・。今回のコースは、『断腸

亭日乗』と『寺じまの記』を元に、こよなく浅草を愛した荷風の足跡と『濹東綺譚』の舞台・玉の井を歩

きます。 

 

☆ 9月例会 諏訪道を歩く  15km  （コースリーダー 神崎 武） 

 日 時／9月 19日（土）9時 団体歩行     

 集 合／我孫子ふれあい広場（JR常磐線我孫子駅北口 徒歩 2分） 

 参加費／ＣＷＡ無料･他協会 300 円・その他 300円 

 解 散／14時 30分頃 諏訪神社 （東武野田線豊四季駅 徒歩 5分） 

 コース／我孫子ふれあい広場～布施弁天～一本杉～松ヶ崎公園（昼食・WC）～大堀川リバーサイドパーク

～諏訪神社（解散）～豊四季駅 

みどころ／「諏訪道」というのは、江戸時代から明治初期にかけて、布施弁天近くの利根川岸で荷揚げさ

れた銚子の海産物や霞ヶ浦周辺の米穀やウナギ類が陸路、江戸川ほとりの流山の加岸を結ぶ物資輸送路を

言います。と同時に、江戸・埼玉の人々がこの道を通って東武線豊四季駅近くの諏訪神社に参詣した。こ

の道を人呼んで「諏訪道」という。 

 

♪10月以降の予定です ♪ご期待下さい！！ 

☆ 10月平日ウオーク 鎌ヶ谷市を歩く    ？km  （コース ﾘーﾀﾞー 早川 進） 

日 時／10月 7日（水）？：00  団体歩行  集 合／？ 

参加費／会員 100円・CWA200 円・他協会 300･その他 300円 

 

☆ 10月例会 CWA･500選(白井の自然)  ？km  （コース ﾘーﾀﾞー 筒井寿一） 

日 時／10月 12日（祝）？：00  団体歩行  集 合／？ 

参加費／？ 

 

（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 



 

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 

 

 

 

 

 千葉県水辺一周歩けの旅 
 

11 月 18 日(日)  1 日目 松戸市松戸駅～野田市愛宕駅 60ｋｍ    流山市会員  和田武年 

 ちょっとしたきっかけで千葉県一周の第一日目が始まった。友人の小

野さんが利根町歩く会の芋煮会に来なかったので、その時に貰った写真

やら,平成ウォークの新聞を送ってやり、後日，「着いた」との電話があ

った。その話の延長で、「ところで明後日の日曜日は何か予定があるか？」

「別に無い」「それじゃ、千葉県一周でもやるか。それとも日本橋から日

光街道を日光へはどうだ？」「松戸から江戸川を関宿まで上って利根川を

下るのが面白そうだ。千葉県は周囲をすべて水辺で囲まれているので歩

いて回れる面白い県だと聞いた事がある。」こんなやり取りで始まった。

小野さんが加藤さんにも声をかけることになり、松戸駅の改札口 7 時集

合に決めて、この計画は無造作にスタートした。 

 当日は生憎の曇りだが雨の心配は無い。駅から江戸川までは 20 分足ら

ずで到着し、船橋歩こう会恒例行事「江戸川 25 マイル」の道を逆行して

上流へ向かう。同行 3 人。野田市を過ぎたあたりの満福寺で昼食を 40

分間取った。関宿町に入ると軽飛行機が盛んに飛び立っていた。牧草を

トラクターでドラム缶状に丸める作業を横目に見ながら、一路利根川の

分水に向かう。スタートから 40ｋｍ、14:45 着。これからいよいよ利根

川下りだ。江戸川の土手は分水近くの 3～4ｋｍを

除いてすべて舗装のサイクリング道路だったが、利

根川の土手は逆にすべて砂利道である。晩秋のまし

て曇天の夕暮れは早い。急激に暗くなってきたが勿

論外灯があるわけが無い。無計画でのスタートだか

ら懐中電灯は誰も持っていない。遠い彼方の芽吹大

橋の明かりを目指してひたすら歩いたが、遠くに見

える明かりは我々の歩くスピードで遠ざかってい

るようであった。夜目に慣れてくると、暗闇でも歩

けるものだ。17:50芽吹大橋にやっとたどり着いた｡

ここの明かりの何と遠かった事か。小野さん一人が

遅れているが、ゴールの東武野田線愛宕駅で待つこ

とにして、車のライトで明るい車道をとぼとぼと歩

いて駅には 18:30 にゴールした。人気の無い小さな駅である。自動券売機に張り紙をして、加藤さんと目の

前の居酒屋に入って待つ事にした。2 時間待っても現れないので、自宅に電話したら本人は既に自宅にいた。

19:05 にゴールしたが、駅にいないのですぐ電車で帰ったと言う。張り紙はそのまま残っていた。本日の行程

は 60 ㎞ときつく、日の暮れるのが早い。暗くなって歩くのは面白くないので距離も長く遠く感じる。次回か

らはしっかり下調べをしてから実行しようと反省

した。（1990.11.18 記） 

 

【編集後記】今年は手賀沼の花火が中止になった。 

我が会は松戸を予定していたので例会に支障がなく

て助かったが、ハラハラした。来年度事業計画の作成

中だがナイトウオークはどうするか？例年、７～9 月号

は会報「ほゆう」の編集に苦労する。頂いた原稿のスト

ックが底をついたので、小生の古い原稿から、会員諸

兄に身近な「千葉県一周歩け旅」を穴埋めに使わせ

て頂いた。何卒ご容赦願いたい。―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.  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 

 

東武野田線愛宕駅の 3 人 

（注）地図も文中の地名もこのウオークを実施した平成 2 年 

  当時のもので、市町村合併が進んだ現在とは相違します。 
（1/12） 


