
 

 

 

 

 

 

平成 21年 7月 19日 月例会 

『アサヒビール工場見学Ｗ』を担当して            

                                               コースリーダー   菊池 靖 

恒例のビール工場見学ウオークは去る 7 月 19 日（日）176

名参加のもとに、熱中症のトラブルも無く無事に終わりました。

幸い、当日は夏とはいえ適度のウオーキング日和で歩き易か

った事と思います。12ｋｍウオーク後の試飲はいかがだったで

しょうか？駅までの残り 3km を歩く皆さんの笑顔から、ビール

党にとって美味だったことを感じました。 

 今回のウオークは 18 回目と聞いております。アサヒビール

茨城工場の完成後、程なくして見学ウオークを行い、以後、

出発地点が色々変わりました。TX 線開通後は守谷を拠点に

コースがほぼ定着してきました。そこで今度はコースを一部変

えてみました。イメージは「夏」・「ビール」ですから木陰が多く、

自然の残っている場所を結び、15ｋｍ以下を目標としたので

すが 15ｋｍになってしまいました。守谷にはまだ自然が多く残っておりますので、楽しいコースが出来ることでしょう。 

 コースの中で一里塚は周囲のスペースが狭く、多人数では落ち着いて見学出来なかったでしょう。道路事情により

一里塚へ入る道は、行き帰りとも同じ道になり混雑しました。今回初めての守谷城跡は手入れ不充分で、本丸跡は雑

草だらけでした。我々にとってかえって良かったのかも知れません。野鳥の森は市の観光マップで分かったのですが、

道がわからず現地で教えて貰い

ました。鳥の囀りを聞かれたでし

ょう？地元の有志の方々がボラ

ンティアで管理しているとのこと

です。 

 最後に、今度のウオークはア

サヒビール茨城工場のご好意を

受け、更に役員各位の協力によ

り参加者全員、最後まで楽しくウ

オーク出来た事、厚く御礼申し

上げます。  (コース担当（清水

完浩・加藤譲治） 

 地球一周 4万キロを目指して 

                                                                    

                                                    

   09 年 5 月 31 日認定者  

    37000km 中山 弘さん  

    12000ｋｍ  鈴木好次さん 

４万キロ達成は近いぞ、頑張って！ 
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守谷城址に入る参加者の皆さん 

笠間街道一里塚を見学 
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 久米島のんびりウオークと琉球泡盛久米島の久米仙 
                                 柏市会員  柳田 秀雄 

1月 16（土）～17（日）に日本一早いお花見ウオーキングの誘いに、好きな島巡

りを楽しもうと出かけた。 

以前、会報「ほゆう」の編集でお世話になっている和田さんが書いた「久米島

歩行記」の文中に、「久米仙酒造に立寄らなくて試飲しなかったのが残念だっ

た！」との記述があった。7月 19日の北総歩ビール工場見学ウオークの時に、

「今回は試飲のコース設定があり、飲んで来ましたよ！」と報告すると大変羨ま

しがられた。 

 その時の様子を書いて来年の参加希望者の参考になればと思う。一周 30ｋｍくらいの島なので何処に宿をとっても

スタート地点のホタルドームへは苦労せずに行く事が出来る。案内書どおりに申込むと料金は高い。フリーで参加した

北総歩のウオーカーは約半値で参加したようで残念！ 「今回は急だ

ったので仕方ないか？」と自分を納得させる。でも、空港から約20分の

リゾートホテルに宿泊し、毎日海洋深層水温浴施設“バーディハウス”

で血流促進の為の水圧マッサージと、画面を見ながら行う水中ストレッ

チ、バーディプールと海を見ながらのジャグジー露天風呂。ゆったりし

た後のビールの美味かった事、沖縄マーチングリーグ完歩の北総役

員、菊池さんと飲みました。極楽！極楽！ 毎日々々ウオーク、温浴

施設、沖縄料理と気持ちの良い日を過ごしました。 

 大会当日 16 日は、海岸よりサトウキビ畑の中を歩き、久米の五枝（ご

えだ）の松へ。「高さ 6ｍ、幹回り 4.3ｍ、枝が地面を覆う面積 250 ㎡の

琉球松」です。海の見える日当たりの良い高台へと進むと寒緋桜、久米紅の桜が咲き 1 月の花見です。パパイヤの木、

サトウキビ工場、楽天イーグルのキャンプ地を通りゴール。ウエルカムパーティーは仲里村環境改善センターまでバス

が出て、海洋深層水で養殖した車海老の球美の塩を振った塩焼きの大盛り。

一人 10尾は食べ過ぎだろう？そして久米仙を中心とした琉球泡盛。ストレート、

オンザロック、水割り、アルコール 30度は 5対 5で、40度は 3対 7に割って飲

んだ。やっぱり本場で飲む泡盛はうまい！ 

 17日は自衛隊通信基地内を通り、宇江城（500選）から海岸線へ。やっぱりお

城はいいなあ！！歩き終わると今日もバーディハウスへ。18 日は菊池さんと砂

の島“ハテノ浜”へ船で渡りウオーキング。狭い島ですが見所が沢山あります。 

 来年、2010（H22）年は 1月 16（土）～17（日）に開催されます。是非、のんびり

ウオークを楽しんでください。 

    

「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） 

7/18 松戸吉祥寺参拝→ 

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 

久米島ウオーキング協会旗 

久米仙酒造を見学 

久米島の白い浜と青い海・菊池氏と 

mailto:hokusou15@gmail.com


 

 

☆ 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月平日ウオーク  鎌ヶ谷の森を歩く  15km  （コースﾘ-ﾀﾞー 早川 進） 

日 時／10月 7日（水）9時 団体歩行  集 合／鎌ヶ谷駅前広場（東武野田線鎌ヶ谷駅 徒歩 1分） 

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

解 散／15時頃 市川動植物園鑑賞植物園前広場（北総線大町駅へ徒歩 10分） 

コース／鎌ヶ谷駅前～丸山ふれあいの森～手通行園（ｗｃ）～丸山市民の森～市民の森・根頭神社（昼食･

ｗｃ）～八幡春日神社～市川霊園～市川動植物園鑑賞植物園（解散式）～大町駅 

○ みどころ／鎌ヶ谷に残っている小規模な緑地を巡ります。中でも手通公園、丸山市民の森は大切に 

残していきたい斜面林です。また市川動植物園は谷戸として残っている貴重な場所です。 

 

☆ 10月例会 北総の素朴な自然探勝のみち 14km 500選：千葉‐08（コースリーダー 筒井 寿一 ） 

 主 催／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141  日 時／10月 12日（祝）9時 07分 団体歩行     

集 合／北総線千葉ニュータウン中央駅前広場徒歩 0分  参加費／参加者全員 300円 

乗換駅／東武野田線・新京成線は新鎌ヶ谷駅：JR線は東松戸駅・浅草橋駅・日暮里駅：京成線は高砂駅 

当日は、北総線新鎌ヶ谷駅改札口にて 8:10～8:52まで役員が往復回数券を斡旋します。新鎌ヶ谷～千葉 NT

中央間料金\1.140のところ、\760になります。※車で来る方には駐車場も多数あり 

アクセスは北総歩こう会のホームページを開くともっと詳しくわかりますよ！！ 

 解 散／14時頃 大塚前公園（出発と同じ千葉ニュータウン中央駅徒歩 5分） 

 

（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 25 日(日)  2 日目 愛宕駅～下総町滑河駅 55ｋｍ       流山市会員 和田武年 

 東武野田線愛宕駅午前 7 時に集合。同行は前回同

様 3 人だ。「今日は昼食を 10 分づつ 2 回に分けて

食べるようにして、長く休まないようにしよう」と

申し合わせて芽吹大橋を 7:50 にスタートした。一

級河川には必ず両岸の土手に巡回用道路が有ると

聞いていたのだが、野田市パブリックゴルフ場あた

りで利根川土手上の道が切れて、自動車道路に入っ

てしまった。道を聞きながらやっと利根運河までた

どり着き、「来年、銚子から利根川源流まで歩く時

には、このあたりはもう一度、良く調べておかなくてはいけないな。やっぱりゴルフ場の中の道を突っ切る

しかないのかな？」などと考えながら歩いた。運河から布施弁天

入口までの数㎞は舗装されたサイクリング道路である。舗装が切

れて砂利道の土手を暫く行くと、柵があり道が切れてしまった。

柵を乗り越えコンクリートブロックの上を心配しながら行くと

又柵があり、ダンプ道路となって東我孫子カントリー倶楽部にぶ

つかってやれやれだった。11:30 常磐線の鉄橋下で休む。ここか

ら布佐栄橋までは土手の砂利道をひたすら歩き、12:40 栄橋の下

で昼食を取った。小野さんを待ったが来ないので、13:00 出発す

る。長豊橋 15:40,常総大橋 16:40、成田線滑河駅 16:50 着.既にあ

たりは暗くなってきていた。ぎりぎりのゴールだ。 

 ここからドラマが始まった。加藤さんと缶ビールで乾杯して待つこと 1 時間、小野さんが来ない。寒くな

って二人で駅のベンチで震えていると、下り線で降りた乗降客の一人に声をかけられた。｢二人でどうしてい

るのよ？｣、顔を上げると、何と歩こう会仲間の池田さん（女性）ではないか。事情を説明すると「私の家が

近くだから、家に来て待ちなさい」と言う事になり、持っていたＡ‐4 版の紙に「小野さんへ、池田さん宅に

いる.電話番号 00……」と書いて目立つところにぶら下げて、池田さん宅へ行った。コタツに入れさせてもら

い、ご主人に挨拶していると間もなく、18:30 小野さんから電話

が入った。池田さんが迎えに行き、やっとスタートした 3 人が池

田さん宅で合流出来た。お酒や珍しい松前漬など頂き、19:19 の

電車で帰路に着いた。身体も心も温かくなっていたが、帰宅は少

し遅くなってしまった。この話には後日談がある。小野さんの個

人的な話だが、当日の早朝、小野さんが自宅を出て間もなく、父

親が 2 階の階段から転げ落ちて大怪我をした。小野さんに連絡の

取りようが無くてしかも帰りが遅く、奥様から大目玉を食らって、

「当分謹慎だよ」との話だった。（1990.11.25 記） 

 

【編集後記】7 月のふぁみりーW18 日は私の 71

才誕生日であり、11 年前 60 歳の誕生日は八ヶ岳

の主峰赤岳山頂で迎えた日でもあった。翌日曜日

の夕方帰宅すると菱氏が酒酔い自動車に轢かれ

て亡くなったことを知った。偶然だが、今年は 11

年前と同じ 18（土）19（日）。菱氏は私が 2 日兄

貴の同年齢、北総歩会発足準備会から一緒の貴重

な人材であった。「朝起きて、残りの人生の初日

なり」今日 1 日を大切に生きたい。 ―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 

 

（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。 

（2/12） 

長豊橋 利根河口まで 61 ㎞地点 

芽吹橋 2 日目いざ出発 


