
 

 

 

 

 

 

平成 21年 11月 8日 月例会 

『北千住から駒込六義園へ』を担当して         

                                            コースリーダー   河野千代子 

  2年前に提案したこのコースをようやく迎える日が来ました。 

私自身「六義園」は個人として、ウオーカーとしても他協会ウオーキ

ングで数回入園していましたが将来には是非私の担当コースとして思

い描いていました。 

 さて、今年の 1 月と 2 月に 1 日ずつ「道探し・みどころ探し」から

始めましたが冬の日は短く 1日ではコースの半分で帰宅。3月、4月は

個人的な仕事でおあずけとし、原稿〆切を考え 7 月のはじめにはコー

ス担当者全員の下見をと、5月末から下見の再開を始め、6月いっぱい

でマップ作りと見所の確定とにデスクワークをほぼ仕上げてみました。 

 最初の下見は、梅や沈丁花がポツリポツリと咲き香り、そして紫陽

花に菖蒲、百日紅、

木々の紅葉などと

季節の移ろいに身

を移動し、全身が

これまでを走馬灯

のようによぎっていきました。 

「六義園」と同日に人気の「江戸登城Ｗ」が 9月になっ

てから重なり、担当者として残念な思いをしていました

が、天候にも恵まれ 12０名の参加者をいただく事が出来

まして本当にありがとうございました。またいつもの例

会に比べ役員の方々に六義園入園に関してお手数をかけ

ました事、感謝を申し上げます。 

（コース担当：加藤洋子・神﨑 武・若月愼爾・中村義久） 

 

 

 

 

 地球一周 4万キロを目指して 

                                                                    

                                                    

  09 年 9 月 30 日認定者 

30000km 中山 祐子さん 13000ｋm 鈴木好次さん 

地球一周４万キロは目前だね♪♪ 

 ｵｰﾙジャパンウオーキングカップ達成者・・・日本全国 47都道府県の認定大会に参加完歩して貰える貴重な勲章、 

 10/２４～25日に開催された第１６回島原半島 2DMで会員の中村義久さんが見事に達成し表彰されました。 

北 総 歩 こ う 会 
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★ 平日ウオーク 10 回完歩者名  

 11/18(水)の平日ウオークでの 10 回 完歩者は 2

名で、昼食会場の野田の清水公園で表彰されまし

た。   H-777 中田冨美枝さん(会員) 

       森田 弘さん（船歩） 

延命寺首切地蔵を参拝 

鷲神社を参拝 

 

船橋市の西垣洋一さん 流山市の高田愛子さん 

先輩会員の皆様どうぞよろしく♪ 

 

 

http://www1.u-netsurf.ne.jp/~KHAYASHI/hokusou/hokusoua.html
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平成 21年 11月 18日 平日ウオーク 

『醤油の故郷と森林浴 』を担 当 して         

                                         コースリーダー   市川 操 

 どうにもならないと思いながらも、開催日が近づく

と天候の事が気になりだしました。今回は野田市を担

当する事になりましたが、自分で手を挙げた訳ではあ

りませんでした。全く素人で内心は困っておりました。 

 下見は梅雨の時期や真夏の暑い時期も避けたいと思

い、早目に取り組みました。ぶらぶら歩いて見たり、

地図を眺めても良い案は浮かびませんでした。野田市

の中心部を入れないと雰囲気が味わえないと、結局あ

のようなコースに落ち着きました。バラやさつきが咲

き、やがてあやめ、アジサイと沢山の花たちに出会い

ました。 

そして、当日は天候の方もまずまずで、紅葉の美し

い季節に本番を迎えることが出来て、正直安堵してお

ります。下見している中で「給水塔」の話や、「御用蔵」

の運命も知ることが出来ました。ちょっとではありま

すがコースの途中で説明いたしましたが、聞き取れま

したでしょうか? 皆様のご協力に感謝申し上げます。

（コース担当：清水完浩・林 克彦） 

 

会報ほゆう 11 月号で北総歩平成 22 年度事業計画（案）を掲載いた

しましたが、この度、JWA の「第 33 回日本スリーデーマーチ」が

11/5（金）～7（日）に決定したため、月例行事「三郷の水郷」は 11 月 7 日→14 日に変更します。 

 

   

「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 

 

☆平成 22年 1月 16日(土) 谷中七福神を巡る  

約 7㎞ （担当：吉田 公康）  

  集合：JR常磐線 上野駅公園口 

  解散：ＪＲ山手線 田端駅 

 

☆ 2月 20日(土) 戸定邸から千葉大学園芸巡り 

を訪ねて  約 7㎞ （担当：清水完浩） 

 集合：JR常磐線松戸駅 

 解散：同じ松戸駅 

 

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

 

11/14 高龗神社参拝 → 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

（2） 

野田の清水公園を行く参加者 

野田市役所をさっそうと出発 

mailto:hokusou15@gmail.com


 

☆平成 22年 1月平日ウオーク 松戸の七福神 13km  （コースﾘ-ﾀﾞー 早川 進） 

日 時／1月 6日（水）9時 00分 団体歩行 

集 合／西口公園 （ＪＲ常磐線松戸駅徒歩 5分） 

参加費／会員 100円・CWA200 円・その他 300円 

解 散／14時 30分頃 宮前公園（白髭神社横 新京成線八柱駅へ徒歩 5分） 

コース/西口公園～善照寺～宝蔵院～坂川親水広場（昼食）～上矢切交差点～二十世紀が丘交差点～国分川 

～徳蔵院～宮前公園 

○みどころ／三寺院の風情をしのび、また国分川の冬の風景をお楽しみ下さい。 

 

☆平成 22年 1月例会 初詣ウオーク  14km  （コースリーダー 石井 信次） 

 日 時／1月 9日（土）9時 20分 団体歩行     

 集 合／駅前広場（JR成田線 下総松崎駅 徒歩 0分） 

 参加費／ＣＷＡ無料･その他 300 円 

 解 散／14時 30分頃 成田山新勝寺 （JR線・京成線 成田駅へ 徒歩 12分） 

 コース／下総松崎駅～甚兵衛公園～成田ニュータウン～赤坂地区公園(昼食)～中台運動公園～成田山新勝寺 

○ みどころ／初春の田園風景と新設路線（成田高速鉄道 H22 年に開通）の工事中の風景を眺めながら新 

しきものと、昔のままの田園を歩きます。もしかしたらですが、試運転中の電車が見られるかもね。 

 

☆平成 22年 1月特別行事 第 9 回伊能忠敬江戸入り４ＤＡＹ・ＣＷＡ 

 日 時／1月 21日（木）～24 日（日）1日参加でも行事参加とします（北総歩年間完歩対象） 

詳細はＣＷＡニュースを見てご参加下さい 

 

☆2月平日ウオーク 船橋散策と谷津干潟  14㎞  （コースﾘ-ﾀﾞー 中山 祐子） 

日 時／2月 3日（水）9時 30分 団体歩行 参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円 

集 合／長津川調整池公園入口（東武野田線 塚田駅東口徒歩 3分） 

解 散／15時頃 谷津バラ園（京成線谷津駅まで徒歩 5分） 

コース／長津川遊歩道～天沼弁天池公園（ｗｃ）～海老川遊歩道～太宰治旧居跡～宮本公民館（ｗｃ）～

西福寺～船橋大神宮～東照宮～市民ホール（昼食・WC）～不動院・大仏追善供養～えんが地蔵～海老川水

門～ららぽーと（ｗｃ）～谷津干潟～バラ園 

○ みどころ／水辺に来る冬の野鳥を見付けながら歩き、船橋の街中の史跡を訪ねるコースです。 

 

☆2月例会 総会ウオーク（我孫子浪漫）   10㎞ （コースリーダー 市川 操） 

日 時／2月 28日（日）13時 00分（総会終了後）   歩きたくなる道 500選 千葉 12-01認定     

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）団体歩行 

参加費／ＣＷＡ無料・その他 300円 

解 散／16時頃 山一林組跡地公園（我孫子駅南口へ徒歩 3分）  

コース／ふれあい広場（WC）～日立 2 号墳～根戸古墳～船戸の森・武者小路邸跡～はけの道～手賀沼公園

（WC）～水の館・鳥の博物館～子の神大黒天～村川別荘～志賀直哉邸跡～天神坂（三樹荘・嘉納別荘跡～

子の神道標～我孫子本陣跡～我孫子脇本陣～山一林組工場跡地解散式 

 みどころ／手賀沼を眺めながら、文人ゆかりの地や我孫子宿の一部をコンパクトに回る。 

☆定期総会ご出席のお願い 

日時：平成 22年 2月 28日（日）10:20より 場所：我孫子市民プラザ（あびこエスパ 3F・前年と同じ） 

JR常磐線我孫子駅北口徒歩 8 分（駅から案内あり）エスパの左側外階段を利用して平面駐車場から入る。 

総会後、10kmの「総会ウオーキング」があります。万障繰り合わせの上、ご出席の程お願い致します。 

（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 21年 10月 12日実施 月例会『北総の素朴な自然探勝のみち』 

   

                               （資料の取り纏め編集：歩遊人） 

東京Ｗ：浅岡トシ子さん・・・久しぶりの里山、楽しかったです。ありがとう。 

千葉歩：東 勝也さん・・・毎回、北総歩のコース設定は自然が多く楽しみです。今回は北総線の割引切符に感激！

交通費は Max\1.500～\2.000のコース設定をお願いします。 

北総歩：横尾光史さん・・・例会は出来るだけ日曜日に実施して戴きたい。 

北総歩：柴田 契さん・・・坂が多くて歩き難かったが、自然が豊かで良かった。 

東京Ｗ：阿部信二さん・・・他協会にない企画イベント、いつも楽しみにしております。和やかな会運営は役員各位の

チームワークの良さを感じます。益々のご繁栄を！ 感謝！ 

北総歩：水上博明さん・・・200名も参加したら、３班位に分けて団体歩行しないとロスが多い。 

市川歩：池部定久さん・・・よく例会に参加させてもらっています。改めて千葉の良さを味わうことが出来ます。今後とも

よろしくお願い致します。 

？？？：武井榮子さん・・・説明のレシーバーが聞き取れませんでした。 

船橋歩：田中さん・・・出発式前のリーダーの説明がマイクの雑音で聞き取り難かったのが残念です。 

船橋歩：杉本正夫さん・・・木下街道の１列歩行の所で旗を持った人が仲間と２列になってずっと話しながら歩いてい

た。安全歩行を指導出来るのか？ 

？？？：無記名さん・・・他人の家の柿を取ろうとする不心得者がいる。 

千葉歩：貴船義路さん・・・北総歩さいこう。 

北総歩：竹渕房夫さん・・・このコースは３回目ですが、本日は逆回りだったので新鮮な感じでした。 

？？？：無記名さん・・・大変良いコースで豊かな気持ちで歩けました。ありがとう。 

東京Ｗ：早川美代さん・・・さすが 500選！ 里山を歩く良いコースでした。 

北総歩：井上勝義さん・・・近代的な町と美しい田園の里を歩き、日本の自然の素晴らしさを再認識出来て、大変楽し

かったです。心から御礼申し上げます。 

北総歩：小野塚重臣さん・・・近場でこれほど素朴なお寺・井戸・道があるとは思わなかった。役員の方々、ありがとうご

ざいました。 

埼歩協：神門初美さん・・・“素朴なみち”＝“いなかみち”筒井氏の言葉通り自然をゆっくり楽しめました。ありがとうござ

いました。 

埼歩協：豊島光志さん・・・指導者の方がよく案内リードして下さった。良いコースであった。 

？？？：無記名さん・・・北総歩例会ではＣＷＡ会員は無料。しかし、「いちかわ」では金を取られる。無料にするべき。

例会中はすべて禁煙にすべきだ。禁煙指導してほしい。ツーデーマーチ等参加費が 2.000円位するが高い。

バッチ・記念品等廃止してもっと安くしてほしい。高い参加費にする意味がわからない。 

？？？：無記名・・・参加費うわまえ頂くＣＷＡ。 

千葉歩：蛯名 正さん・・・北総歩主催の歩会に何度かお世話になりましたが、何れも素晴らしいコースで、今日も楽し

みにして来ました。 

【まとめ】・・・コースの選定や運営方法などにお褒めの言葉やご注意などを頂きました。役員一同個々に吟味し、今後

の行事運営に反映して参ります。ご協力、ありがとうございました。                                

 平成 22年度の継続手続をやっております 
   12 月の例会･平日Ｗ・ふぁみりーW の時に手続きをして下さるようお願い致します。 

   尚、申込書の無い方は事務局まで申し出て下さい。 

会員証に有効期限 平成 22 年 1 月 迄と記載されている方が対象です。 

 

【編集後記】北総歩こう会のホームページが開設されて 12 月末で満１年、会員の皆様は見ておりますか？友

人や知人にもご紹介されたい。大きな変革が始まった 2009 年が終わる。私達も来年は変革だ。 ―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 

5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 
 （4） 

 


