
 

 

 

 

 

 

 

☆9月ＣＷＡ行事 大津川源流から手賀沼へ 18㎞・12㎞  （コースリーダー 筒井寿一） 

         千葉の七廻道水辺コース 《Ｗ日本 1800 鎌ヶ谷市・柏市》 

主 催／（ＮＰＯ）千葉県ウオーキング協会  主 管／北総歩こう会 

 日 時／9月 19日（日）9時 00分 団体歩行 参加費／会員も含めて参加者全員一律 300円 

 集 合／新鎌ヶ谷ふれあい公園（東武野田線・新京成線・北総鉄道線：新鎌ヶ谷駅徒歩 2分） 

解 散／ 18㎞コース：15時 30分頃 諏訪神社 （常磐線柏駅へ徒歩 5分） 

       12㎞コース：14時 00分頃 増尾駅（東武野田線増尾駅へ徒歩 0分） 

  コース／新鎌ヶ谷～中央児童センター～市制公園～北部公民館～増尾城址公園（ショートは増尾駅へ）～ 

  北千葉導水ビジターセンター～諏訪神社 

○ みどころ／北総台地分水嶺たる鎌ヶ谷北部の北に流れる大津川源流から変わり行く田園風景をたどり河 

口の手賀沼まで、時代の流れに思いをはせて。 

 

☆9月平日ウオーク 日本の里 100選 「結縁寺」  13km  （コースﾘ-ﾀﾞー 筒井寿一 ） 

日 時／9月 28日（火）9時 00分 団体歩行  《Ｗ日本 1800 印西市・印旛村・本埜村》 

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

集 合／ 駅前広場 （北総鉄道線 印西牧の原駅徒歩 0分）  

解 散／16時 00分頃 県立北総花の丘公園（北総鉄道線千葉 NT中央駅へ徒歩 5分） 

コース／印西牧の原駅～草深の森～松崎公園～火皇子神社～多聞院～船穂コミニティセンター～宗像神

社～結縁寺～頼政塚～宮崎邸～北総花の丘公園 

○ みどころ／冒険家英国人ケビンショートも住み着いた、心の故郷「日本の里 100選 結縁寺の里」を中心 

とした自然と歴史と文化を巡ります。千葉県内では 2箇所しかありません。なお当日は秘仏結縁寺の国の重要

文化財《銅造不動明王》の御開帳日です。とっても素敵ですよ。この機会に是非。 

 

☆10月平日ウオーク いま見ておきたい！レトロ建築 24選 13km （コースﾘ-ﾀﾞー 軍地恒四郎 ） 

日 時／10月 6日（水）9時 00分 団体歩行  参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

集 合／ 上野駅公園口広場（JR上野駅公園口改札徒歩 1分） 

解 散／15時 00分頃 数寄屋橋公園（JR有楽町駅へ徒歩 3分） 

コース／国立科学博物館～旧東京音楽大学奏楽堂～京成電鉄・博物館動物園駅跡～国際子ども図書館～ 

黒田記念館～東京芸術大学陳列館～東京芸術大学赤レンガ１・２号館～上田邸～堺屋ビル～黒沢ビル～黒

門小学校～湯島天神（ＷＣ）～湯島聖堂～聖橋～ニコライ堂～文化学院～山の上ホテル～錦華公園（ＷＣ）

～和田倉噴水公園（昼食・ＷＣ）～東京銀行協会～明治生命館～三菱一号館～旧第一生命館（ＤＮタワー

21）～法曹会館～法務省旧本館（内部の見学あり）～ 大岡越前屋敷跡～市政会館・日比谷公会堂（ＷＣ）～

泰明小学校～数寄屋橋公園（ゴール）     

○みどころ／様式を備えた近代の名建築が次々と消えていく。一方で、有形文化財として再生・復元される

ケースも多い。今回は、明治・大正・昭和前期に竣工した “いま見ておきたい”レトロ建築を見て歩く。さらに、

法務省旧本館では建物の内部も見学する。 

北 総 歩 こ う 会 
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☆10月例会 野田の里山を歩く  15㎞   （コースリーダー 中山 弘） 

日 時／10月 11日（祝）9時 00分 団体歩行    《Ｗ日本 1800 柏市・野田市》認定 

参加費／会員及びＣＷＡ無料・その他 300円  

集 合／駅前広場 （つくばエクスプレス線 柏たなか駅 徒歩 0分） 

解 散／15:00頃 野田第六児童公園（東武野田線 愛宕駅へ徒歩 5分） 

コース／柏たなか駅～医王寺～水堰橋～長久寺～福田公民館（ｗｃ）～三ッ堀里山公園～野田市スポーツ

公園（昼食・ｗｃ）～木幡神社～野田市中央の杜～野田市役所（ｗｃ）～野田第六児童公園 

○ みどころ／初秋の一日を柏市との市境を越え野田市南部の三ッ堀里山公園等の自然いっぱいの道を歩

きます。 

 

 

   

「ふぁみりーウオーク」の集合時間、9月から従来時間に戻り 9:00 です。ゴール解散は 12:00 までを

目途にします。参加費：会員 100円・会員以外 200円 

☆ 9月 18日(土) 初秋の彼岸花を探して  

約 8㎞ （担当：川越久子） 

  集合：新京成線 常盤平駅北口 

徒歩 2分 ひまわり公園 

  解散：JR常磐線馬橋駅 3分 王子神社 

 

☆ 10月 16日(土) 柏市の南部を巡る 

約９㎞ (担当：吉田公康) 

   集合：東武野田線 逆井駅 （徒歩 5分逆井第 2公園） 

   解散：JR常磐線 南柏駅 

 

平成 22 年 7 月.18 日 月例会 

『 ビ ー ル工場見学 W 』 を 担 当 し て        

                                               コースリーダー 清水完浩                

「７月１８日ビール工場見学」 担当となり、いやな思いが頭をよぎりました。私は過去にこの工場見学W担当で

リーダーをやり、数回雨に降られて居りましたので。ところが今回は前日に

急転直下「梅雨明け宣言」が発表され、お蔭様にて当日は晴天に恵まれ、

多数参加を頂き驚きました。 

工場は定員２５０名＋２０名位なので、さあ大変です。何とか工場と交渉

して１２０名で１回、１０分後にもう一回お願いしました。大混雑でしたが、出

来立ての美味しいビールで乾杯は如何だったでしょうか？ 時間調整がう

まく行かずに工場で長時間待って

頂きました事、本当に済みません

でした。 会員の皆様、多数参加し

て下さった皆様、暑い中一人の脱

落者も無くこれも 231名の皆様の

お蔭と思います。お疲れ様でした。  

役員の皆様本当にいろいろ有難う

ございました、感謝、感謝です。 

（コース担当：早川進・若月愼爾）         川の一里塚 
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7/17 矢切の渡し→ 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

ホームページは北総歩こう会と打ち込んで、検索をクリックでどうぞ 

 

関東鉄道常総線脇の山道を行く 



 

 

 

  ウオーク 雑 感   

 木々の若葉が柔らかく光り輝く初夏の野山、その中を歩く爽快感、自

然は人間に偉大なる恩恵を与えてくれている。感謝！！ 会員として歩

いて十数年が経ち、多くの歩友とめぐり逢って来て現在の自分がある訳

だが、送別会のある会社人間と異なり、歩く集団には定年制は無く、何

かの理由で歩けなくなった時が歩友との決別である。しかも「サヨナラ」

も言わずに・・・。自然界の他の動物と同じように、歩け歩けの世界に

も厳しい現実があることを痛感する。したがって今、実際に歩ける境遇

を幸運に思う。歩ける境遇とは、先ず自分の健康、家族の健康、歩く時

間、家族の理解、そして少々のお金。以上五つの条件が同時にマッチし

た時に歩ける個人的境遇が成立すると思う。この中の一つでも欠けると

歩くことは難しくなる。この他に絶対忘れてはならぬ条件がある。それ

は「平和」である。平和こそ全てに優先するという事である。戦禍の中、

自然災害の中で、苦しんでいる国々の幾多の人々には歩け歩けの楽しさ

等を享受できる術は無い。「生と死」

そのものの為に日夜喘いでいるので

ある。今、日本国中どこへでも出掛

けられ、自由に歩けることはこの上

ない幸福と思う。 

 私事で恐縮ですが 3 月の平日ウオ

ークで、パスポート 1 冊 30 回のポイ

ントを受け表彰されました。歩友の坪田さんも、私と同じ 30 回を達成

（3）  2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

北総歩会員  伊澤米治 



６日目スタート滑河駅 

５日目 行川アイランド前 

し表彰されました。坪田さんの励ましと、役員の皆さん、歩友の皆さん

に心から感謝しつつ、これからも「平和」であること念じながら歩き続

けたいと思っています。  

（H22.04.04原稿受付歩遊人） 

 

 千葉県水辺一周歩けの旅 
 

1990年(平成 2年)12月 24日(月)晴れ  5日目夷隅町三門～鴨川  40ｋｍ  流山市在住会員 和田武年 

 昨夜は早く床につく事が出来たので今朝は快調である。昨夜のうち

に宿代を払おうとしたが、 

「明朝,出発を見送りますのでそのとき戴きます」と受け取ってくれなか

った。ところが 6:00 出発に宿の人が起きてこない。仕方ないので出発

して、途中のコンビニでカップラーメンを買ってお湯を入れて待ってい

る間に宿に電話を入れた。「いま、ＯＯというコンビニにいるのでお金を

取りに着てくれないか」と言うと「後日,送って下されば結構です」との返

事に又ビックリだった。ここまで人を信用できるものだろうか？天津小湊

前で昼食を取り、今日のゴール鴨川駅には 14:10 に着いた。駅前でつ

まみや缶ビールを買って 14:39の電車に乗った。千葉駅で木村君とは別れて我々は船橋から柏に出た。 

 

 1990年(平成 2年)12月 29日(土)晴れ  6日目 下総町滑河～銚子市椎柴間 47ｋｍ 

 前回空けてしまった区間を今日は埋めるために実施した。午前 4:30に起床して、柏駅まで車で妻に送ってもら

う。東武野田線はまだ動いていないためだ。我孫子駅には早く着い

たので,駅の周りをうろうろしていると,加藤さんが常磐線上りの電車

で到着した。彼女は駅までバイクで来たらしい。我孫子から成田線

に乗って滑河駅には 6:57 に着いた。今日は加藤さんと二人の旅だ。

7:00 スタートする。駅から利根川の土手はすぐ近くである。佐原市

に入ると立派なサイクリングロードになっている。小見川大橋 12:00

～12:30 昼食を取る。出発から 28ｋｍだ。利根川大橋 13:50 に通過

する。サイクリングロードが切れると土手が無くなり国道 356を歩く事

になった。前回出発した椎柴駅には 15:30に到着した。時刻表を見

ると 15:35 発の電車が有るので急いで店に走り、缶ビールを買って

ホームに入った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 

 （4） 

 

☆ 平日ウオーク 10回完歩者名 ☆  

6/2(水)の平日ウオークでの10回完歩者は7名で、

昼食会場の防災広場根岸の里で表彰されました。    

小林 邦夫さん(会員)  相関 奎吾さん（会員） 

田中芙美子さん（会員） 木賀 英一さん（東京） 

山中 誼さん （市川） 鈴木 利和さん（市川） 

飯星カヨ子さん（？？） 

 頑張りましたね おめでとう！！ 

2010 年 4 月 30 日会員の認定者 

15000㎞ 鈴木 好次さん 

2010 年 5 月 31 日会員の認定者 

29000㎞ 九嶋 仁さん 

地球一周４万キロを目指して頑張ろう♪♪ 

 

 

 

 

八千代市の木村 侃さん  足立区の和﨑悦子さん 

柏市の木瀬紀子さん 茨城県境町の田村光雄さん 

先輩会員の皆さん どうぞヨロシク！♪ 

 

                       

                       

                       

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

（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。 
（5） 



【編集後記】 会員の伊澤米治さんから本誌に投稿を頂いたのは 4 月 4 日の例会の日であった。投稿頂いた内

容がその時期・季節でないと駄目なものは優先して編集に組み込ませて頂きますが、そうでないものは行事が少

なく例年、編集に苦労する 7･8･9 月号のためにストックしている。伊澤さんの原稿もそんな訳で掲載が遅くなって

申し訳ない。我々年配ウオーカーには心にジンと来る内容だと思うのだが皆さんどうだろうか？ 暑さ厳しきおり、

御身お大事にどうぞ。 ―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 

 


