
 

 

 

 

 

 

 

☆11月例会 三郷の水郷巡り 15㎞  （コースリーダー 和田武年） 

 日 時／11月 14日（日）9時 00分     《Ｗ日本 1800  》認定なし 

参加費／会員及び CWA無料・その他 300円 

 集 合／におどり公園（つくばエクスプレス線三郷中央駅徒歩 2分） 

解 散／ 15時 30分頃 同じにおどり公園 （三郷中央駅へ徒歩 2分） 

  コース／におどり公園～三郷放水路～東和東文化センター（ｗｃ）～大場川～鷹野文化センター（ｗｃ）～下第

2 大場川～閘門橋～いなげや・戸ヶ崎香取神社（ｗｃ･昼食）～中川～二郷半用水～第 2 大場川～におどり公

園（解散式） 

○ みどころ／我々の住む千葉県の東葛地区から、とても近い江戸川を挟んだ隣の町にもかかわらず、埼玉 

県三郷市は地図上の距離はとても近いが、江戸川が邪魔をして意識的には遠い町として余り知らない。今回

は多くの川に囲まれた三郷市南部の水郷地帯を歩き、先人達が水との戦いに苦労した跡を偲びたい。 

 

☆11月平日ウオーク 八柱から東松戸へ   12km  （コースﾘ-ﾀﾞー 森 禎之 ） 

日 時／ 11月 17日（水）9時 00分 団体歩行  《Ｗ日本 1800 松戸市 》認定 

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

集 合／ 宮前公園  （新京成線八柱駅・JR武蔵野線新八柱駅徒歩 3分） 

解 散／14時 30分頃 東松戸中央公園 （JR武蔵野線 東松戸駅へ徒歩 7分） 

コース／宮前公園～21 世紀の森公園（ｗｃ）～さくら通り～しょうぶ公園（ｗｃ）～日本の道百選～八柱霊園（昼

食・ｗｃ）～ゆいの花公園～東松戸中央公園（解散式）～JR東松戸駅 

○ みどころ／さくら通りから 21世紀の森公園の紅葉を楽しみながら常盤平団地の日本の道百選へ。そして 

都営八柱霊園や市内の篤志家から寄贈されたゆいの花公園の紅葉を楽しんで、新しく完成した芝生の東松

戸中央公園まで行きます。 

 

☆12月平日ウオーク シリーズ・野馬土手を歩く① 14km （コースﾘ-ﾀﾞー 石原洋二 ） 

日 時／12月 1日（水）9時 00分 団体歩行  《Ｗ日本 1800 鎌ヶ谷市 》認定 

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 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 3分）   

解 散／14時 30分頃 初富稲荷神社（新京成線初富駅へ徒歩 5分） 

コース／新鎌ヶ谷ふれあい公園～第三中学校横野馬土手～市民体育館・野馬土手説明板(ＷＣ)～初富小

学校・野馬土手説明板～野馬土手断面～鎌ヶ谷大仏～牧士清田家墓所～市民の森(昼食・ＷＣ)～牧士三橋

家墓所～貝柄山公園(ＷＣ)～小金中野牧の込跡～初富稲荷神社・初富開墾記念碑    

○ みどころ／野馬土手を歩くシリーズの第 1回目。現在も残されている 

野馬土手と案内板を見ながら歩き、牧士清田家と三橋家墓所を詣で、 

史跡小金中野牧込跡を見学し、明治の新政府による小金牧の開墾 

(初富が最初)記念碑を見る。歴史を学び感じる一日です。 
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☆12月例会 初冬のつくば研究学園都市の公園めぐり 14㎞   （コースリーダー 神﨑 武） 

日 時／12月 4日（土）9時 00分 団体歩行    《Ｗ日本 1800 》認定なし 

参加費／会員及びＣＷＡ無料・その他 300円  

集 合／中央公園 （つくばエクスプレス線 つくば駅 A2出口 徒歩 1分） 

解 散／14:30頃 同じ中央公園（つくばエクスプレス線つくば駅へ徒歩 1分） 

コース／中央公園（スタート）～松見公園～吾妻公園～竹国東公園（wc）筑波宇宙センター（見学）～梅園公

園（昼食・wc）～赤塚公園～洞峰公園（wc）二の宮公園～竹園公園～中央公園（ゴール） 

○ みどころ／30数年前に広大な山野に多くの国の研究所と公園がつくられました。特徴が有り、趣のある 9 

つの公園を巡ります。紅葉にはちょっと遅過ぎますが、降り積もった紅葉を踏み締めながら初冬の陽射しを浴

びて歩きませんか？お待ちしております。 

 

   

「ふぁみりーウオーク」の集合時間は原則として毎回 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 20日(土) 柏公園の紅葉  

約 8㎞ （担当：中山祐子） 

  集合：柏駅そごう噴水前 

  解散：柏駅西口第一公園 

 

☆ 12月 18日(土) 本埜の白鳥 

約 8㎞ (担当：石井信次) 

   集合：JR成田線 小林駅 

   解散：同じ小林駅 

 

平成 22 年 9 月.19 日 月例会 

『大津川源流から手賀沼へ』を担当して        

                                               コースリーダー 筒井寿一               

 大津川は南初富 3丁目稲荷交差点の近くより雨水・家庭雑排水・はけの水を集め、市制記念公園付近より支

流を集めて昔、子供達が泳いだり魚を捕って遊んだ流れを今、「清流甦れ」とボランティアが活動、木道も整備さ

れております。 白幡橋まで河川、先が一級河川となります。途中、神明社先で偶然ながら新しい橋の渡り初め

を行うことが出来ました。 当日は快晴で申し分なしですが残暑で猛烈な暑さとなり、全員ふうふうの有様にて途

中の小学校跡地で 2名リタイアとなり急遽、塚崎運動場にて

昼食、押印等実施致しました。以後のんびり増尾城址公園

まで行き全員ショートにしようとしましたが、元気な方々がい

て 18㎞歩きたい方（約 80名）だけ北千葉導水ビジターセン

ターまでピッチを上げてゴール解散し、柏方面・北柏駅方面

に分かれてお帰り頂きました。 

色々変更致しましたが、住宅地・森・小川･田園･昔の家･

谷津田･神明社・増尾城址・手賀沼と変化に富んだコースで

した。バッタ・カマキリ・毛虫にクズの花と野草、そして白サ

ギ・カモ・白鳥・釣り人と自然との共存を楽しんで頂けたと思

います。274名と大勢の参加者で色々変更を、また地図も不

足致しました事をお詫び申し上げます。 

（2） 

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・リンクしても見てね 

 

9/18 松戸市花苗園→ 



 

 

 

   「５００選Ｗ」の表彰制度が変わる 
来年 1 月から「美しい日本の歩きたくなる道 500 選」の表彰制度が管理維持のため変更になります。（8 月

号ウォーキングライフ参照） 

１．認定料が有料になる。 

２．都道府県・ブロック完歩表彰は廃止に。 

３．スキップはできない。 

○ １００コース完歩 認定料 5000 円 

○ ２００コース完歩 認定料 5000 円 

○ ５００コース完歩 認定料 10000 円などとなる 

○ 各大会・例会等での押印にも、１回ごとに１００円と有料になります。 

 

   ２０１０手賀沼ふれあいウオーク 
開 催 日 11 月 13 日（土） 

主 催 実行委員会（柏市・我孫子市），ＮＰＯ千葉県ウォーキング協会 

コ ー ス 手賀沼一周 ２１ｋｍ（受付 8：00 から）、半周 １０ｋｍ（受付 9：00 から） 

事前受付 10 月 29 日まで 300 円（郵便振込み） 、当日受付 500 円 

   北総の役員も多数出ます。年間完歩の対象外ですが晩秋の手賀沼を楽しく歩きましょう。 

   詳細は実行委のパンフをご覧ください。 

 

役員・準役員（サポーター）募集 

来年 2月定期総会は、役員の改選期に当たります。現状は監査も含め 24名ですが、全般に高齢で体力の衰

えのほか、家庭に問題等も抱え戦力の補強が重要な課題となっております。75 歳以上のものが 60 歳代よりも

多い中で、会の今後の継続はおろか尻つぼみの状態を招きかねません。 

現在会員は 190 名を超え、平日ウオークも盛況で、いろんな面で、県内他協会に伍しても肩を並べられる程

度に近づいていると自負しています。維持し発展を願って次期会長をはじめ、役員体制を作ることが喫緊の課

題です。ご理解ご支援をお願いいたします。 

① 役員 役員会をはじめ、すべての例会等に参加出来ないのは当然です。よその大会等にも交代で参加

していますし、出きる範囲からのご支援をいただきたいのです。私のように素人がやってきました。誰でも

出来ますし、歩けが好きで、健康で、少しの時間が提供できる方で結構です。 

② サポーター 役員は無理だが、大正浪漫Ｗのように、ある特定の日は手伝いが可能とか、ある種の部門

では応援できればありがたいのです。たとえば朝の時点で会報やチラシの配布をしていただけるとか、

参加費の集金くらいは手伝えるとか、パソコンが出来るので事務的な裏方なら応援できるとか、いろんな

部門があると思います。平たくいえば助手です。ふるって挙手をお願いいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

（3）  2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

☆ 平日ウオーク 10回完歩者名 ☆  

9/28(火)の平日ウオークでの 10回完歩者 

は 2名で、昼食会場の北総花の丘公園で 

表彰されました。    

橋本忠男さん(会員) 斉藤康雄さん（TWA） 

 頑張りましたね おめでとう！！ 

会長 市川 操 

2010 年 7 月 31 日会員の認定者 

16000㎞ 鈴木好次さん 15000㎞ 加藤譲治さん 

地球一周４万キロを目指して頑張ろう♪♪ 

2010 年 8 月 31 日会員の認定者 

 地球一周４万キロ達成者！！誕生！！ 

 ☆ 高桑三郎さん おめでとう ☆ 

 

  3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



７日目の途中 姉ケ埼駅 

 

 千葉県水辺一周歩けの旅 
                  流山市在住会員 和田武年 

 1991年(H3) 2月 9日(土)晴れ  7日目 五井～佐貫町 42ｋｍ 

 今回も我が家からは遠い場所を 2泊 3 日で完歩すべく、自宅を 6:10 に出発し

た。柏駅で加藤さん,千葉駅で木村君と合流した。千葉発8:28の内房線に乗り五

井 8:45着。支度をして 9:00に出発した。臨海工業地帯を走る国道 16号線は道

幅も広くて歩きやすいが、空気が悪くてとても快適なウ

ォークとはいえない。地図をしっかり見ていないと,新し

く出来たわき道の方が広くて立派なのでついそちらに

引き込まれて、地図に無い道に迷い込んだりする。出

発から 15ｋｍ歩いて袖ヶ浦駅に着き、11:50～12:20 昼

食にする。まだまだ工場地帯が続く。日本武尊が東北

平定に行く途中、東京湾を船で渡っている時に嵐が来

たので、オトタチバナ姫が身を投じて嵐を静め、無事に

岸にたどり着いた。しかし尊は姫の事を思ってその地を去りがたかった。「きみさら

ず」が後に「木更津」の地名になったという。今はすっかり工場地帯で、神話の時

代の面影は無い。富津岬に向かう道を左折して緑の自然が目立つようになった頃、17:15 今夜の宿である佐貫

町駅近くのいとや旅館に着いた。お風呂に入り、食事の時に 3人でビール 3本,お酒 6本倒して寝た。 

 

 1991年(H3) 2月 10日(日)曇り後雨  8日目 佐貫町～館山 48ｋｍ 

 いとや旅館を 5:30に起床して 6:00に出発した。上総湊

駅で朝食を取る。どうも天気が下り坂に向かっているよう

なので、先を急ぐ事にする。右手に海岸が続き景色はす

こぶる良いのだが、道草をしていられない。浜金谷駅で

9:30 休憩する。出発から 35ｋｍの富浦小学校で 13:00～

13:30校庭で昼食にした。小雨が降ってきた。雨の中をひ

たすら進み、16:00 館山市塩見にあるさつき荘に着いた。

早速お風呂に入り、夕食時にはビール 3本とお酒 6本は昨日と同じだった。 

 

 

 

当北総歩こう会運営委員長の

筒井寿一さんが 9/4～5 に開催さ

れた第 18 回奥の細道鳥海ツーデ

ーマーチに参加され 67 歳エージ

ウオーカー賞を授与されました。 

ちなみに筒井さんは全国 16 大

会に 90回参加し完歩です。後日、

有志によるささやかな祝宴を致しました。 

 

【編集後記】 9/19の例会は274名もの参加者に来て頂いたが生憎の猛

暑で2名の体調不良者を出してしまった。最寄の役員が早期発見して大

事に至らなくて済んだ。また地元の方の御好意にも助けられた。感謝で

ある。彼岸の中日を過ぎ秋の気配が濃厚になったとたんに 9/28 の行事

は氷雨にたたられて参加者 56名と少なくて残念、天気ばかりはどうにもならない。 ―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 

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） 

 

（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。 

（6） 

８日目の途中 浜金谷駅 


