
 

 

 

 

 

 

平成 21年 9月 9日 平日ウオーク 

僕はやっぱり雨男？ 『荷風の下町を歩く』を担当して         

                                          コースリーダー   石原 洋二 

 荷風は明治 12年小石川金富町に生まれ、昭和 34年市川菅野で死んだ。墓は雑司が谷にある。 

「荷風を歩く」で、まず最初に考えつくのは『日和下駄』である。『日

和下駄』は、副題に『一名東京散策記』とあるように、荷風が東京市中

を目的もなく蝙蝠傘に日和下駄を曳き摺って行く中、感じたことを書

き連ねたものである。テーマは、淫祠、樹、寺、水、路地、崖、坂等多

岐に亘る。が、あまりにも範囲が広域にわたるので的をしぼり、荷風が

愛して止まなかった「下町」（浅草と向島）に焦点を当ててみた。 

『断腸亭日乗』によると、荷風が震災後の浅草公園の興行を初め

てオペラ館で見たのは昭和 12 年 11 月 16 日。戦後初めて浅草を訪

れたのは昭和 23年 1月 9日である。この日を起点にして浅草通いが

始まる。トキワ座、ロック座、フランス座の楽屋で踊子たちと談笑し、梅園、ハトヤ喫茶店、ボンソワール、飯田屋、天竹

で食した。中でも昭和24年から34年までかかさず通ったのはキッチンアリゾナであり、その回なんと11年間に293回、

平均 2週間に 1回、多い時には毎日、平均でも 5日に 1回の割合で食べに行っていた。『断腸亭日乗』昭和 24年 7

月 12 日にはこう書いてある。「晴。晩間浅草。仲店東裏通りの洋食屋アリゾナに晩食を喫す。味思いのほか悪からず

価亦廉価なり。スープ八拾円シチュー百五拾円」。 

そして向島・玉の井。『濹東綺譚』の舞台。荷風が初めて玉の井の路地

を歩いたのは昭和 7 年の正月堀切四木の放水路堤防を歩いた帰り道であ

る。4 年後の昭和 11 年になると玉の井探索は 4 月には 2 回、5 月には 7

回、6月に 2回、7月 1 回、9 月には 13 回、10 月には 12 回と玉の井通い

を続け、備忘のための略図を描いた。『寺じまの記』を 4 月に、『玉の井見

物の記』を 5月に、そして『濹東綺譚』を 11月に書き上げている。その面影

は、今は何も無いが、鳩の街には若干それらしき家が残っていた。 

向島の料亭「水のと」（長命寺前の信号待ちと列詰めをしたところの料

亭）には荷風さんの自画讃の団扇画を貼りまぜた屏風があり、夏にかぎって奥座敷に出す、そうな。（半藤一利『荷風

さんの戦後』）最後に三ノ輪浄閑寺。新吉原の遊女の投込み寺としても有名である。本堂裏の新吉原総霊塔と向合わ

せに荷風の筆塚と『震災』と題して発表された詩が刻まれた文学碑がある。設計は谷口吉郎で茶褐色の美しい色御影

の花畳型筆塚には荷風とだけ書かれ遺歯 2枚と愛用の小筆 1本が納められている。 

それにしても、である。出発直前から浅草までの間に降った雨。あれは一体何だったのだろうか？  僕はやっぱり

雨男なのだろうか・・・？ どうか神様教えてください。 （コース担当：森禎之・軍地恒四郎・山口浩子） 

 

 地球一周 4万キロを目指して 

                                                                    

                                                    

 09 年 7 月 31 日認定者   27000km 九嶋 仁さん  

地球一周４万キロ達成を目指して頑張ろう！ 
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★ 平日ウオーク 10回完歩者名  9/9(水)の平日 

ウオークでの 10回 完歩者は 4名で、昼食会場の 

墨田区白鬚公園で表彰されました。 

土橋満子さん(会員)・澤貞良さん(船橋歩)・ 

三枝君子さん(ＣＷＡ)・阿部志津恵さん(東京歩) 

 

浅草六区通りを行く 

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


 

平成 21年 9月 19日 月例会 

『 諏 訪 道 を 歩 く 』 を 担 当 し て          

                                            コースリーダー   神崎 武 

 「諏訪道を歩く」は私が担当しますと手を挙げたのが、丁度 1年前

でしたでしょうか、その時は「諏訪道」って何？って感じ。ところが、

当時の運営委員長の石原さんから頂いた資料から、柏市内から流山市

内の道、私事ですが、諏訪神社は私が結婚式を挙げたところ、布施弁

天も我家の宗派の真言宗豊山派、両方ともマイウオーキングコースで

時間が有れば訪れているところ、コース作りは楽勝・・・と、油断し

たのがそもそもの間違い。 

 8 月に入ってもコースマップが出来てない状態。こんなこと声高に

言う事ではないが、自分の体調不安等、なかなかウオーキングする機

会が少なくなりウオーキングが二の次、三の次になってしまい、何回か下見をしてもコースマップの作成の

意欲が湧かず 8 月に入ってしまった次第。8 月の半ばに他の担当者に「8 月 30 日最終下見としたい」と連絡、

これで下見日までに絶対作ると改めて覚悟を決めたところ、8 月 27 日の夜、9 月のウオーキングライフに「諏

訪道」の例会が載ってないけどと。ここで初めて JWA に連絡してない事に気付く。一瞬目の前真っ暗、済ん

だ事振り返ってもせん無いと考え、今後如何しようかと思い、まず、運営委員長の筒井さんに電話、事情説

明し、9 月初めの平日ウオークに 19 日の例会の告知をお願いし、30 日の下見までに A3 の白紙の地図にコー

スを引き、9 月 4 日までに、下見をしながら頭に描いていた例会名の由来、

布施弁天、諏訪神社等の説明を地図の左側に挿入、コース内の地名には番

号を振り、コースから離して、一定の間隔を開けて横書きで綺麗に見やす

く地図に落とし込み、5 日からは女房のお供で 8 日間程不在するので、15

日に印刷と決め、後は当日の運に任せようと思いました。そんな覚悟が良

かったのか、8 月 30 日の下見の際、コース担当の林さんから見せられた

諏訪道の資料から、自分が下見をしていて疑問に思っていた事が 2 点解決

し、コース作りにも自信が湧きました。 

 当日を迎え、秋晴れ、雨の心配無し、少しはホッとする。自分として 100

名位来てくれれば御の字と参加者に挨拶しながら思っていたら、何と 160

名近く参加頂き、ただただ感謝、感謝です。これも、東京新聞に初めて掲

載されたり、役員の方々が平日ウオーク等で告知して頂いた結果だと思い

ます。重ねて感謝申し上げます。ありがとう御座いました。 

（コース担当：菊池 靖・林 克彦） 

   

「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 

 

☆ 11月 14日(土) 六実から五香まで  

約 6㎞ （担当：清水 完浩）  

  集合：東武野田線 六実駅 

  解散：新京成線 五香駅 

☆ 12月 19日(土) 南流山の小さな稲荷さん 

を訪ねて  約 8㎞ （担当：中山 弘） 

 集合:武蔵野線・ＴＸ線 南流山駅 

 解散：ＪＲ常磐線 新松戸駅 

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

 

9/12 我孫子の順道塚見学 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

（2） 

布施弁天東海寺参拝→ 

松ヶ崎の香取神社を参拝して出発 

mailto:hokusou15@gmail.com


 

 

☆ 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・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･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。 

 

☆ 12月平日ウオーク  タナゴ棲む里山を歩く  14㎞  （コースﾘ-ﾀﾞー 加藤 譲治） 

日 時／12月 2日（水）9時 30分 団体歩行  

 集 合／印西牧の原駅前広場（北総鉄道線 印西牧の原駅 徒歩 1分） 

参加費／会員 100円・CWA200 円・その他 300円 

解 散／15時頃 小林駅前広場（ＪＲ成田線小林駅） 

コース／印西牧の原駅～そうふけふれあいの里～師戸川沿いの里山の道～牧の原公園～亀成川沿いの里山

の道～平岡自然の家～小林牧場～道作古墳群～小林駅 

○ みどころ／千葉ニュータウン付近を水源として、南側の斜面を流れる師戸川と北側の斜面を流れる亀成 

川を歩き、初冬のタナゴ棲む里山の風景を眺め、道作古墳群にも立寄ります。 

 

☆ 12月例会 江戸川霊場八十八ヶ所巡り・松戸編 18㎞・11㎞ （コースリーダー 森 禎之 ） 

日 時／12月 5日（土）8時 30分 団体歩行     

集 合／西ノ下公園（ＪＲ常磐線馬橋駅西口徒歩 2分）   

参加費／ＣＷＡ無料・その他 300円 

解 散／15時 30分頃 東福寺（総武流山電鉄線 鰭ヶ崎駅へ徒歩 8分） 

コース／馬橋駅～長聖寺～幸谷観音～東漸寺～大勝院～医王寺（一次解散：小金城址駅へ）～正福寺～金

蔵院～東福寺（解散式）～鰭ヶ崎駅 

○ みどころ／3年間で全コースを回るシリーズの今回が最終回になります。初冬の下総丘陵や田園風景な 

どを楽しみながら結願いたしましょう。 

 

（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 



 

  

 

第 11回 ＩＶＶオリンピアードに参加 
                                 松戸市会員 横山 永喜 

5 月 14 日から 4 日間、富士山麓河口湖町を中心に開催された第

11 回ＩＶＶオリンピアードには、海外 26 ヶ国 670 名、国内 7907 名の

参加者があった。私は 14 日正午過ぎ、純白の富士山がまぶしい富

士河口湖町総合運動場に集合、プレウオーク（5・10㎞）の 10㎞コー

スを選択し参加した。 

 13 時スタート、湖畔及び周辺コースを歩行後、ゴール 2ｋｍ手前か

らフラッグパレードに合流、河口湖市街を流して 16 時半、開会式場

のステラシアターにゴール。富士河口湖町長、山梨県知事の歓迎挨

拶。ユーゼフ・ギグルＩＶＶ会長の開会挨拶、宮下充正組織委員長開

会宣言後、昨年 8月富士山頂で採火し 46道府県各大会を一巡して

5月、東京に到着した聖火が、最終ランナーの元オリンピック選手･岡

崎朋美（伴走:勅使河原郁恵「カンテラ」）の手で聖火台に点火した。 

式典後、太鼓演奏等の歓迎行事、芝生広場に移動しウエルカム・パーティーが開かれた。歩数計：16803歩 

 15日 今日も快晴、山中湖会場の歩き（5・10・20・49.195㎞）から私は 20㎞コース選択し 8時半スター

ト。山中湖半、忍野八海等を巡り 13時にゴール。引き続きサイクリング 26㎞に挑戦、所要時間 90分で完走

し、連泊中の河口湖畔の温泉旅館でハードな疲れを癒した。歩数計：32118歩 

 16日 晴れ 河口湖会場の歩き（5･10･20･49.195㎞）から 10㎞コースを選択、8時半スタート。河口湖畔

周辺を歩き 11時にゴール。午後の水中ウオーク 300ｍ・

スイミング（300・500・1000ｍ）から長距離の 1000ｍを

選択。取材ＴＶカメラの並ぶ中、13 時スタート、1000

ｍレーンの相手方はアメリカ人女性、ともにクロールで

流し 30 分足らずで終了。早目に帰宿し入湯。歩数計：

18850歩 

 17日 曇り 河口湖会場の歩き（5・10ｋｍ）から 10

㎞コースを選択、10 時スタート。正午前にゴール、13

時から閉会式、一連の関連行事終了間際に日本･トルコ

の国歌が演奏された。そして次回の開催国であるトル

コ・アンタルヤ市長に大会旗を引き継ぎ、参加者全員で

「蛍の光」を大合唱、4日間の大会の幕を閉じた。歩数 

                       計：17759歩 （2009.07.29歩友人受付） 

 

【編集後記】「浜までは 海女もみの着る 時雨

かな」の句は携帯ラジオを聴きながら歩いてい

る途中で聞いたものである。「海に入ればどうせ

濡れる海女さんが、時雨の中を身体が濡れない

ように労わってみのを手離さなかった」という

風に理解したのだがどうだろうか？がん患者の

精神的な心の支えをしている NPO 法人の会が

モットーにしている句だそうだ。さて、来年度

の事業計画（案）が CWA との調整も終わり、ほ

ゆう 11 月号で発表出来そうです。乞うご期待

を！ さて 10 月、ウオーキングにも文化鑑賞にも最高の季節になりました。そして美味しい食べ物も沢山出

回りますね。健康だから出来るこの喜びを楽しもう。 ―歩遊人― 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 
 （4） 

 

最終日のスナップ 

次期開催国トルコへ大会旗引継ぎ 

 

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 

 

 

 

 



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 

 


