
 

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 21 年 8 月 1 日 月例会 

『江戸川の花火を見る』 を 担当 し て            

                                            コースリーダー   清水 完浩 

 ミニナイトの担当に決まった時、その光景が思い出されました。４年前、担当になり当日集合場所の松戸

西口公園に行ったところ、フリーマーケットが開かれておりました。マーケットの女性責任者から「私たち

がこの公園を借りているので駄目々々」と、とても厳しく言われ、本当に大変な思いをしました。 

 ４月中旬、松戸市役所の公園管理課に伺って、8月 1日の使用許可をお願いしました。ところが申請が早過

ぎて受け付けて頂けませんでした。６月に入り再び市役所に許可を申請、しかしその日は受付だけで「後日

連絡します」とのことで、３日後「許可が下りたから取りに来るように」と電話が有り、三度目の公園管理

課へ行き、そこでようやく、「公園内行為許可書」なるものを頂きました。 

  目的：ウオーキング集合場所、    期間：平成 21年 8月 1日 15時 30分～17 時 00分 

  西口公園：公園内広場一角、     使用料：公園条例により免除 

当日のフリーマーケットは行われましたが、14時 30分までの許可にしてくれたようで、これも公園課の配

慮と感謝しております。 幸い当日は雨の心配もなく、予定どおり水元公園を散策して、しばられ地蔵(南蔵

院）で小休憩して、花火打ち

上げ時間の19時20分土手に

出て、松戸の花火と市川の花

火を前後に見ながら柴又公

園(寅さん記念館)にゴール、

135名の皆様江戸川の花火

は如何でしたか？本当にお

疲れ様でした。  

 (コース担当（中山 弘・軍

地恒四郎） 

 

 

 

 

 

 地球一周 4 万キロを目指して 

                                                                    

                                                    

   09 年 6 月 30 日認定者  

    12000km 加藤譲治さん  

    11000ｋｍ  小磯勲さん ･ 根本守さん 

地球一周４万キロ達成を目指して頑張ろう！ 

 8 月 1 日現在・70000 ㎞達成者 渡辺肇幸さん 

   地球二周目の達成は近いぞ！！ 

北 総 歩 こ う 会 
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我孫子市の大川知重さん   

流山市の永井文代さん 

先輩会員の皆様どうぞよろしく♪ 

 

 

江戸川の土手を行く 

http://www1.u-netsurf.ne.jp/~KHAYASHI/hokusou/hokusoua.html
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 千葉県水辺一周歩けの旅 
  

 12 月 22 日(土)3 日目 銚子市椎柴駅～野栄町丸仙食堂 45ｋｍ   流山市会員 和田武年 

滑川～椎柴間の 47ｋｍは後日に通いで来てやる事にし

て飛ばした。今回は連休の 3 日間を泊り込みで、柏から

は遠い九十九里浜の距離を稼ごうと言う計画である。 

 スタート最初から躓いた。霧が深くて電車の運行が乱

れていたのだ。我孫子で加藤さんとは合流出来たが、成

田線が 30 分遅れになった。成田駅ではうまく乗り換え

出来て、香取から今日は木村君が参加した。小野さんは

謹慎中で出て来られない。3 人揃って椎柴駅を予定より

40 分遅れのスタートとなった。銚子漁港・利根川河口･

犬吠崎･地球展望台を回った時既に 13:00、まだ 15ｋｍしか進ん

でいない。残り 30 ㎞を計算して、時速 7 ㎞でゴールを目指した

が暗くなってしまった。17:40 野

栄町丸仙食堂着、今夜の宿だ。

後半、ハイペースで歩いたため

に木村君が足の裏に豆を作って

しまった。まずお風呂に入ろう

と,裸になって風呂場に行ったが

湯船にお湯が無い。慌てて蛇口をひねってお湯を出して暫く待った。彼女の

方に声をかけるとやはりお湯は無いと言う。半分ぐらい溜まったので男二人

エイヤッと入ってしまった。急にお湯を使ったため湯沸し機の能力オーバー

になったのか、お湯が出なくなってしまった。身体を洗って早々に出て、中

から暖める事にした。ビールで乾杯し、すぐに熱燗に切り替えて中から暖め

た。寝る前にもう一度お風呂に入る事にして、今度はしっかりお湯を溜めて

から入っていたら、寝るのが 22:30 になってしまった。この件では誰も腹を

立てずに笑い話で済ますことが出来たのは、歩け運動で人間が成長したの

か？（1990.12.22 記） 

 

 

   

「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 

 

☆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 

 

☆ 11月 14日(土) 六実から五香まで  

約？㎞ （担当：筒井 寿一）  

  集合：？   

  解散：？ 

 

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

 

（２） 

6/20 堀切十二支神参拝→ 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

（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。 

（3/12） 

利根川の河口で 

犬吠埼灯台の 3人 

（2） 

mailto:hokusou15@gmail.com


 

 

☆ 10月平日ウオーク  鎌ヶ谷の森を歩く  12km・18㎞  （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 30分頃 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） 

    一次解散は昼食後市民の森から鎌ヶ谷駅へご案内します。 

コース／鎌ヶ谷駅前～手通公園（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／千葉県ウオーキング協会（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へ徒歩 5分） 

 

☆ 11月平日ウオーク 醤油の故郷と森林浴 13km  （コースﾘ-ﾀﾞー 市川 操） 

日 時／11月 18日（水）9時 00分 団体歩行 集 合／愛宕神社 （東武野田線愛宕駅 徒歩 5分） 

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

解 散／14時 30分頃 川間駅南中央公園 （東武野田線 川間駅へ徒歩 7分） 

コース／愛宕神社～醤油発祥の地～郷土博物館（ｗｃ）～宮崎市民の森～野田市役所（ｗｃ）～柳沢西山

市民の森～清水公園駅～清水公園（昼食・ｗｃ）～岩名香取神社～川間駅南中央公園（ｗｃ）解散 

○みどころ／旧市内で醤油発祥の地、猿田彦の須賀神社、博物館などを回り、新市内に出て森林浴を楽しむ。

午後は伸び伸びと新しい町、川間を目指す。平坦で歩きやすいコース。 

 

☆ 11月例会 北千住から駒込六義園へ  14km  （コースリーダー 河野千代子） 

 日 時／11月 8日（日）9時 団体歩行     

 集 合／千住本町公園（JR常磐線北千住駅北改札 西出口 徒歩 5分） 

 参加費／ＣＷＡ無料･他協会 300 円・その他 300円 

 解 散／14時 30分頃 六義園 （JR山手線駒込駅へ 徒歩 5分） 

 入園料／ゴール「六義園」入園料 65歳以上団体 120円・64歳以下団体（20名以上）240円・一般 300円 

 コース／千住本町公園（WC）～千住絵馬屋吉田家～横山家住宅～千住宿本陣跡～金蔵寺～森鴎外旧居跡～

千住宿問屋貫目改所跡～河原塚稲荷神社～奥の細道矢立初めの地～天王公園（WC）～素盞雄大神～河原塚

回向院～延明寺（首切り地蔵）～一葉記念館（WC）～鷲神社～入谷鬼子母神～上野恩賜公園（昼食・WC）

～谷中霊園（WC）～根津神社（WC）～夏目漱石旧居跡～吉祥寺～六義園（解散式・WC）～駒込駅 

○みどころ／さんぽみち千住コースと谷中コースをアレンジ。千住は宿場町と奥の細道旅立ちの地。「たけ

くらべ」の一葉が小さな荒物店を開いていた竜泉界隈。谷中は江戸･明治の面影を残す寺院街に旧根津藍染

の町。根津神社は六代将軍家宣の土産神。「八百屋お七」で知られる吉祥寺と江戸の名園六義園が広がって

いる。 

 

（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 



 

  

 

北 京 史 跡 巡 り ウ オ ー ク    

1 日目 少年期の一時期過ごした北京を、5/9～12 日まで 64

年ぶりに訪ねた。初日の午後、北京空港に到着、近郊の盧溝橋

周辺を 30分ほど散策。「頤和園」に着いた時には 15時前。北京

の北西部に位置する「頤和園」は皇帝の避暑地として名高い庭

園公園。敷地 290 万㎡は北京最大でその４分の 3 は湖沼。世界

的にも有名な古典庭園の一つで、1998 年世界遺産に登録。広い

園内と湖畔を歩き夕刻宿舎へ。新世界ホテル 18 階に投宿。第 2

次世界戦争の発端となった盧溝橋は、北京市内から 15㎞離れた

永定河に、1189年完工の多孔アーチ橋。 

 2 日目 午前、郊外探訪。明の十三陵に通じる果樹園を歩き、

アップダウンの激しい地下墓地を巡り、昼食。十三陵は市内から北西約 40㎞の天寿山麓にある。明朝時代の

13 皇帝とその皇后の陵墓が集められた世界遺産。雄荘な地上建築物の

「長陵」と深い地下宮殿「定陵」が有名。午後、念願の万里の長城歩き。

宇宙からも確認出来る万里の長城、東端は渤海湾の山海関から西は嘉裕

関間でおよそ 6000 ㎞に及ぶ中国を代表する名所。観光名勝地の八建嶺

入口から歩行開始、磨耗のひどい石畳上を転倒しないよう留意し、約 2

時間のウオーキングを楽しむ。20時予約済みの全身マッサージ嬢来室、

90分 3800円はお得。 

 3日目 は市内観光。のんびりスタートで天壇公園に入り、回廊で余

暇を持て余す年金生活者など現地人に混じり暫しの休息タイム。広大な

敷地を持つ天壇公園は 1420 年建設の祈念堂がシンボル。皇帝が天に五

穀豊穣を祈る為に建てた。広い天安門広場を縦断して昼食。天安門広場

は紫禁城の南に位置する広場で 1949 年に中華人民共和国が成立した際

に、毛沢東主席が建国宣言を行った場所で、約 50万人収容出来る広場。

人民大会堂、毛沢東記念堂などがある。午後紫禁城に入り日本語、解説

共にベテランの添乗員から詳しい説明を受ける。北京市街の真ん中にある大きな城壁に囲まれた紫禁城こと

「故宮」は世界遺産の一つ。約 500年間、明・清時代を統一した 24人の歴代皇帝の面影が窺え、偉大さと迫

力が実感出来る。故宮博物院正門を北に進み、景山公園で小休止。紫禁城、天安門を一望して宿に戻る。 

 北京市内の交通事情も驚きのひとつ。信号を無視して車道を闊歩する市民、車の前を横切る自転車群、割

り込み運転は当たり前のジグザグ走行、運転手曰く「北

京市内を運転出来る運転手は、世界のどの街でも通用す

る」と。 

 4 日目 ゆっくりスタート、人力車で 30 分ほど古い北

京市内（フートン）地区をドライブ。有名な屋台村を覗

いて、北京の銀座「ワンプーチン」に昔を偲び、午後の

便で成田に向かった。高速道路の整備、高層住宅化、環

境面の改善等オリンピック開催を機に北京は大変身、昔

の面影を残す所は公園等に限られ、こころ持ち期待はず

れの旅になった。（2009.07.29歩友人受付） 

 

【編集後記】北総歩こう会の 7 月のビール工場見学Ｗや 8 月のミニナイトＷは天候に恵まれたが、全国的に

は天候不順で梅雨明けが大幅に遅れた。日照不足で農作物の作柄も不良のようだが、皆様の体調は如何でし

ょうか？今月号は会員の横山さんから緊急に原稿を頂いて穴埋めが出来た。感謝！感謝！ ―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 

 

頤和園にて 

天安門広場にて 

万里長城にて 

松戸市会員 横山 永喜

び 


