
 

 

 

 

 

       平成 23 年度 定期総会 を開催 

 

 2 月 13 日（日）に北総歩こう会平成 23 年度定期総会が、我孫子

市民プラザで開催された。10：00 建物入口の開場と同時に役員全

員と会員の協力で椅子やテーブルを並べて会場作りをした。総会

は準備が出来次第開始され、司会の軍地氏から「今日の出席者は

107名」との発表があった。菊池議長が選出され、1号議案から 6号

議案まで活発に審議され採

択された。最後に改選され

て退任する市川会長と加藤

譲治氏の退任挨拶、中山

新会長と理事に新任された

九嶋仁氏・竹渕房夫氏・遠

藤啓一氏の新任挨拶があった。最後に私、和田が閉会の辞ということで

檄の発声をして 11:45には総て終わり会場での昼食となった。 

 午後は近くの我孫子ふるさと広場に集合して総会ウオークに出発した。 

                                        （文責：和田武年） 

 

 

      手賀沼を巡る白樺派文学の散歩道 

         

 

 

 

 日本市民スポーツ連盟認定大会・美しい日本の歩きたくなる道 500選認定大会・ウオーク日本 1800認定大会 

日 時／5月 1日（日）  会 場／我孫子市手賀沼公園（JR常磐線我孫子駅南口徒歩 10分） 

参加費／事前申込み\500・当日参加\700（我孫子市民と柏市民は\500）・中学生以下は無料･小学生以下は保護

者の同伴を要す（歩行傷害保険料を含む） 

ゴール／15時までにゴールをお願いします 

① 7㎞ 大正浪漫コース 受付 9:00～ 出発式 9:40～ 団体歩行 

天神坂の柳宗悦邸跡、嘉納治五郎別荘跡、志賀直哉邸跡など、文人文化人ゆかりの地から鳥の博物館、

水の館、130ｍの藤棚などを訪れ、遊歩道を手賀沼公園に戻る。 

② 15㎞ 手賀沼北岸、谷津田コース  受付 9:00～ 出発式 9:40～ 自由歩行 

① コースの地域のほか、手賀沼北岸遊歩道から五本松公園、都部・岡発戸に残る貴重な谷津田を抜 

け東我孫子、高野山地区を通り手賀沼公園に戻る。 

③ 23㎞ 手賀沼西半周、手賀沼北岸遊歩道、谷津田コース 受付 8:20～ 出発式 9:00～ 自由歩行 

手賀沼の西側を半周し手賀大橋を渡り、②のコースに入る。 

 ※①②③コースとも 500選の道【千葉―①】を認定する。 

 ※ウオーク日本 1800の認定 ①②コースは我孫子市を ③コースは我孫子市と柏市を認定する。 
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新任理事三人の自己紹介 



 

 

 

☆4月例会 柏市内の桜めぐり  14㎞  （コースリーダー 中山 弘） 

日 時／4月 2日（土） 9時 00分 団体歩行     《Ｗ日本 1800 柏市 》認定 

参加費／会員及び CWA無料・その他 300円 

集 合／北柏第 1公園  （JR常磐線北柏駅 徒歩 3分） 

解 散／ 14時 30分頃 柏の葉キャンパス駅 （つくばエクスプレス線） 

コース／北柏第 1公園～北柏ふるさと公園（ｗｃ）～常夜灯～大堀川～高田近隣センター（ｗｃ）～成顕寺～ 

柏の葉公園（昼食・ｗｃ）～こんぶくろ池～柏の葉キャンパス駅 

○みどころ／ふるさと公園・大堀川・柏の葉公園など春真っ盛りの桜を堪能して頂ければと思いご案内します。 

 

☆協賛行事 古都鎌倉散策 約 6㎞ 当北総歩会も加盟の柏市ウオーキングネットワーク主催行事です 

日 時／4月 29日（祝） 8時 00分（時間厳守） 団体歩行  参加費／300円（拝観料は個人負担） 

集 合／ＪＲ柏駅中央改札口前 7時 30分より受付開始 小雨決行 

交通費／ ホリデーパス利用で往復 2.300円です  解 散／14時 30分頃 光則寺（鎌倉駅へ案内） 

コース／柏駅～日暮里駅乗換～東京駅乗換～北鎌倉駅下車～浄智寺～葛原岡神社～源氏山公園～銭洗 

弁天～佐助稲荷～鎌倉大仏～光則寺（解散）～鎌倉駅（案内） 

 

☆5月平日ウオーク つくばりんりんロード W 10,15,20,40,㎞ （コースﾘ-ﾀﾞー林 克彦 ） 

日 時／ 5月 11日（水）40㎞は 7時 30分・その他は 9時 00分 全コース自由歩行   

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

集 合／りんりんロード入口（JR常磐線土浦駅西口徒歩 5分） 

解 散／16 時 30 分頃 出発点と同じりんりんロード入口（JR常磐線土浦駅西口徒歩 5分） 

コース／土浦駅～りんりんロード（虫掛休憩所～藤沢休憩所～つくば休憩所）～土浦駅 

      各コース（40㎞・20kmＡ・20㎞Ｂ・15㎞・10㎞コース）折り返し式の自由歩行 

○みどころ／筑波鉄道の廃線跡に沿って作られた自転車・歩行者道路です。古くからパワースポットで

知られている筑波山のふもとを巡り、英気を取り込んでみませんか？ 

 

☆5月例会 今見ておきたい！レトロ建築 20選  13㎞  （コースリーダー 軍地 恒四郎） 

日 時／5月 21日（土）9時 00分 団体歩行    参加費／会員及び CWA無料・その他 300円 

集 合／JR上野駅パンダ橋口広場（上野駅パンダ橋口改札徒歩 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／JR上野駅～横綱町公園（ｗｃ）～浜町公園（昼食・ｗｃ）～三越本店～日本銀行本店～日本橋～築地 

 本願寺～数寄屋橋公園（解散）～JR有楽町駅（案内） 

○みどころ／昨年 10月に実施したレトロ建築めぐりの第 2弾。今回は上野駅パンダ橋口広場を起点に、 
 蔵前橋を渡り、両国、日本橋、京橋、築地と回って、銀座 4丁目の和光に至るさまざまなレトロ建築 
 を見て歩く。 

 

    

集合時間は毎回 9:00 解散は 12:00 頃   参加費：会員 100円・会員以外 200円 

 

☆ 4月 16日(土) あけぼの山のチューリップ   約 8㎞ （担当：中山 弘） 

  集合：JR常磐線 北柏駅（注意：2月号を変更）  解散：JR常磐線 我孫子駅 

☆ 5月 28日(土) 都電荒川線と旧古河庭園の薔薇を見に行く  約 9㎞   (担当：石原洋二) 

   集合：JR常磐線 南千住駅     解散：旧古河庭園 上中里駅へ 6分又はＪＲ駒込駅へ 12分 

 旧古河庭園入園料：一般\150・65歳以上\70は個人負担ですが、是非入りたいです 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

（2） 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 

 



会長をお受けして           中山 弘 

市川前会長の退任により、2月の総会でご承認を頂き、新会長に就任する事になりました。 

初代の菊池維平さん、二代目の黒河内さん、三代目の関さん、そして前任の市川さんと立

派な方々ばかりの後で私に勤まるのかとても不安です。ことに前任の市川会長は平日ウオーク

を軌道に乗せ、我孫子大正浪漫ウオークを北総歩こう会の単独開催事業にし、経済的基盤を

確立して頂きました。新会長として甚だ微力ですがこの実績を継続、発展させなければと思っ

ております。北総歩こう会のモットーである 「明るく・楽しく・和やかに」 を大切にし、会員の皆

様がウオーキングをより楽しめるよう、お手伝い出来ればと思っています。 

10年間、会の事務局長をしてきまして気になることは、折角入会された会員の何割かが毎

年去っていかれたり、老齢化によって歩けなくなったりと、会員数の確保が目下の課題だと思

います。魅力ある会にするために会員皆様のご意見、ご要望などお気軽に役員にお聞かせ下

さい。なにぶんスタッフ不足の会ですので行き届かぬことも多々あると思いますが、会員各位の皆様にはご協力のほど、よろ

しくお願い申し上げご挨拶にいたします。 

退 任 の ご 挨 拶               市川 操 

 会長として 4 年間、役員として 10 年間、大変お世話になりありがとうございました。すべての会

員の皆さん、役員の皆さんに感謝申し上げます。 

もとより器ではありませんし、1 期だけ繋ぎのつもりで引き受けましたが、新役員が多く前回は

固辞できなかったというのが実情です。新役員の活躍が目覚しく 1 年前には次期には退陣を決

めていました。 

 出来ないなりにも、少しでも他歩会に肩を並べたいとの気持ちはありました。県協に顔を出し勉

強になりました。Ｎさん、Ｓさんなどとの接触で得ることはたくさんありました。一方では「活動しな

い会は廃る」、「活動を続けるには役員を補充し続ける」、「活動をすれば懐も暖まる」、そして「信

頼される役員は会員とともにある。上下にあってはならない」、事は大事なことと思っていました。

役員の負担は増したと思いますが、会の前進のためには避けられないことでした。平日Ｗ，会費

の見直し、会報の家庭への発送などは目に見えるものです。 

 予想を超える成果も出て驚きです。役員さんの頑張りの賜物です。新会員の数、参加者の数、少し出来すぎかもしれませ

ん、環境のせいかもしれません、これが私たちの実力とは考えませんが、うれしいことには間違いありません。 

 果たせないこともありました。会長の任期は 2 期 4 年を限度に法制化したいこと。誰が会長の首に鈴をつけられますか。女

性の役員確保、その外にもありますが書きにくいです。 

 「明・楽・和」という言葉を 1度も私は口にしませんでした。決して反対するものではありませんが、心の問題であり、口でいう

ものではないと思っているからです。 

 新会長を中心に、ますます協力し合って、北総歩がい

つまでも、更に元気であってほしいと願うばかりです。本

当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）  2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

柏市の佐藤安子さん  江戸川区の新見秀雄さん 

足立区の礒谷茂代さん 船橋市の武部信二さん 

先輩会員の皆さん どうぞヨロシク！♪ 

                       

                       

                       

☆ 感謝！感謝！感謝！ ☆  

会員の武部信二様より会の運営の一

部にと、ご寄付を頂きました。 

☆ 平日ウオーク 10回完歩者名 ☆  

2/3(水)の平日ウオークでの 10 回完歩者は 9名で、

昼食会場の皇居北の丸公園で表彰されました。    

吉井 孝さん(会員)  合田昌子さん（会員） 

梁田裕子さん（会員） 赤羽紀忠さん（会員） 

太田好美さん（会員） 木村 侃さん（会員） 

林田龍子さん（JWA）  高橋雅一さん（船歩） 

中村 毅さん（CWA）  

    頑張りましたね おめでとう！！ 

 

2010 年 12 月 31 日会員の認定者 

13000㎞ 小磯 勲さん 

10000㎞ 市川 操さん  

地球一周４万キロを目指して頑張ろう♪♪ 

 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



平成 23年 2月 2日 平日ウオーク 

『 都 内 の銅 像 巡 り 』 を 担 当 し て        

                 コースリーダー 石原洋二 
クイズ・私は誰でしょう。このタイトルをみて、あれっ何だろうと思ってい

ただけただろうか。都内を歩いていると思わぬところに銅像がある。あそ

こにも、ここにも・・・。なじみのある人も、なじみの無い人も・・・。意外なと

ころに意外な人の銅像がある。 

そんな銅像を結びつけて歩いてみたらと考えたのが、今回の都内の

銅像巡りであり、そしてちょっと趣向を凝らしてみたのが、クイズに答えて

いただくということである。全問正解者には賞品を、というのはあくまでも

遊びのつもり・・・。ゴメンナサイ、全問正解なのになんでみんなと同じ賞

品なのとの、オシカリノコトバ も頂戴致しました。 

事前に用意したもの。何人の方に参加していただけるかが全く予想もつかず、賞品は残っても使いようのある

クリアーファイルとし、その他我が家にあったあちこち歩いた戦勝品を袋詰めにして用意。その数、１８０枚と５０個

の計２３０。地図は、欲張って２５０枚、それでも足りないと困るので地図引換券も５０枚ほどを用意。それと解答用

紙。答はなるべく多くの方の正解を期待して、三者択一問題とした。難しかったでしょうか？ 

結果、参加者は、２３１名。クイズ参加者は１５７名。うち全問正解者は７６名。なんと残り８１名は一部不正解、

正解率は、４８．４パーセントであった。喜ぶべきかどうなのか。如何に普段歩いていても、周囲に注意を払わず、

ただ黙々と歩いているだけなのかと思わざるをえない。回りに関心をもって歩いてください。もっと歩くのが楽しく

なりますよ。 それにしてもクリアーファイルは重かった。       （担当：早川進、高桑三郎） 

 

平成 23年 2月.13日 月例会「総会ウオーク」 

『我孫子市街地を歩く』を担 当 して        
                                 コースリーダー 菊池 靖  

 北総歩こう会の総会は我孫子市民プラザで開催されましたので、総会

ウオークの出発場所は我孫子ふれあい広場になりました。 

 さて、ウオークを何か特徴のあるコースにしたいと考え、距離 10～11

㌔、のんびり楽しく歩ける「閑静な住宅地」と致しました。我孫子市は東

京からの通勤圏内として戦後、急速に住宅地化が進みました。戦前から

の不規則に宅地化された住宅地、宅地分譲の先駆けとなった住宅地、

高層マンションが建ち並ぶ住宅地等があり、歩きながら比較が出来て興

味あるコースと思いました。更に、自然を満喫出来る林間コース、風光

明媚な手賀沼を展望出来る公園など加えて全コースを決めました。 

 例会当日は、前日まで続いた雪雲と底冷えの天候が一転し、快晴の素晴らしいウオーキング日和になりました。

午前の平成 23年度定期総会も予定通り終了しましたので、13時より出発式をしてスタート出来ました。出発時間

が午後からのためか県外からの参加者が多くて、142 名と今までに無い多数の方のご参加を頂きました。歩き始

めて間もなく高層マンション街、ここはつい最近までは日立精機我孫子工場があった跡地、次いで船戸の森の

林間散歩コース、講道館創始者嘉納治五郎が拓いた後楽農園が閉鎖されて宅地化された住宅地、大正時代白

樺派の文人達が行き来した天神坂、曲がりくねった狭い道に面した住宅地、杉村楚人冠が昭和 20 年に亡くなる

まで住んでいた住宅跡（現在工事中）、我孫子市では最も新しく出来たばかりの高野山桃山公園を経て、16:00

過ぎにふれあい広場に戻りました。１１㌔のウオークは如何だったでしょうか？ 

 午後遅くなりますと、気温が急激に下がりますので少し先を急ぎました。また、ハケの道側に谷津の跡が幾つか

ありますので、コースの途中、高さ 20ｍ前後の坂や階段があり歩き難かったかも知れません。興味のある方は後

日ゆっくり散策されると良いと思います。 

 とにかく、最後まで事故も無く歩く事が出来ました。これも参加された皆様、役員の方々のご協力の賜物でした。

厚く御礼申し上げます。（コース担当：若月愼爾・市川 操） 

 

【編集後記】  昔から「2 月は逃げる」と言うが、総会の準備と本番・大正浪漫Ｗの準備・6 月例会私担当のコー

ス作りにと、70歳を超えた私が「まだ世の中に必要とされている様だな」と知った 2月だった。―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） 

 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 

我孫子市住宅街を行く 

皇居外苑 楠木正成像を行く 


