
 

 

 

 

 

 

☆6月平日ウオーク 白井の里山ウオーク 11㎞・20㎞ （コースﾘ-ﾀﾞー筒井寿一 ） 

日 時／ 6月 1日（水）9時 00分 団体歩行 《Ｗ日本 1800：白井市・船橋市・鎌ヶ谷市》 

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

集 合／ヤオコー前広場 （新京成線三咲駅徒歩 1分） 

解 散／ 11㎞コース 13時 30分頃 北総線白井駅   

20㎞コース 16:00頃 新鎌ヶ谷駅（東武野田線・新京成線・北総線）   

○みどころ／船橋北部・白井市内・鎌ヶ谷東部の森と小川と里山へ、野鳥と馬と街道を訪ねて。変化に富ん

だ自慢のコース。 

 

☆6月例会 流山市の紫陽花めぐり  14㎞  （コースリーダー 和田武年） 

日 時／6月 19日（日）9時 00分 団体歩行    《Ｗ日本 1800：柏市・流山市》 

参加費／会員及び CWA無料・その他 300円 

集 合／南柏西口児童遊園（ＪＲ常磐線南柏駅徒歩 2分） 

解 散／ 15時 00分頃 南流山 3号公園（JR武蔵野線・つくばエクスプレス線南流山駅へ徒歩 2分） 

コース／JR南柏児童遊園～東部公民館（ｗｃ）～紫陽花通り～寶蔵院～前ヶ崎城跡（ｗｃ）～八木川遊歩道 

～春山寺～運動公園の紫陽花（昼食・ｗｃ）熊野神社～思井福祉会館（ｗｃ）～東福寺～3号公園～南流山駅 

○ みどころ／本日の目玉である前ヶ崎の通称「あじさい通り」は地元のＡさんが 20年近く前からご近所や自 

治会の協力も得て地道に根付かせた成果です。今では 15品種、400株もあるそうです。御期待ください。その

他流山市南西部地域の名所旧跡を巡ります。 
  

 ☆7月例会 房総風土記の丘・ハスの花を訪ねて  14 ㎞  （コースリーダー 石井信次） 

日 時／7月 10日（日）9時 00分 団体歩行    《Ｗ日本 1800：栄町・成田市》 

参加費／会員及び CWA無料・その他 300円 

集 合／成田駅西口広場（JR成田線成田駅徒歩 1分） 解 散／ 14時 00分頃 JR成田線下総松崎駅 

コース／成田駅～大谷津運動公園（ｗｃ）～正福寺～風土記の丘（昼食・ｗｃ）～坂田ヶ池（ハスの花観賞）～ 

下総松崎駅 

○ みどころ／成田の里山から房総のむらを経由して成田の坂田ヶ池のハスを観賞して欲しくてコースを作 

成しました。里山の真上には色とりどりの各国の飛行機が飛んでいます。  

  

 ☆7月平日ウオーク ビール工場見学Ｗ 14㎞ （コースﾘ-ﾀﾞー 菊池 靖 ） 

日 時／ 7月 27日（水） 9時 00分 団体歩行     《Ｗ日本 1800：認定無し》 

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

集 合／明治神宮広場 （つくばエクスプレス線・関東鉄道線守谷駅徒歩 2分） 

解 散／14時 30分頃 守谷市役所前  コース変更により時間と場所の変更もあり 

コース／明治神宮広場～北園森林公園（ｗｃ）～守谷城址公園～野鳥の森～幸福の路～松ヶ丘公園（昼食） 

～アサヒビール茨城工場(見学は未定)～守谷市役所前～守谷駅 

○みどころ／北総歩こう会発足当時から例年続いてきたビール工場見学が、今年は東日本大震災の影響を

受けて現時点（4/30 現在）ビール工場側から、「受け入れ OK」が出ておりません。コース変更の可能性もあり

ますので御了解下さい。ビール工場見学を主目的でご参加の場合は事前に確認してご参加願います。 

北 総 歩 こ う 会 
（１） 

 会報  5月号 
平成 23年(2011) 5月 通算 205号 

北総歩こう会事務局・〒277-0841   

柏市あけぼの 2-9-20 B902                   

TEL：FAX 04-7145-1620 

北総歩こう会の信条  明るく･楽しく・和やかに  略号･･･明楽和 



     

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 

 

☆ 6月 11日(土) 我孫子のあやめ   

約 8㎞ （担当：菊池 靖） 

 集合：JR常磐線 天王台駅北口 

 解散：JR 常磐線 天王台駅南口 

 

ご注意：7月の集合時間は夏時間の 8:30です 

☆ 7月 16日(土) 将門伝説と巨木めぐり 

 約 8㎞   (担当：軍地恒四郎) 

  集合：JR成田線新木駅（柏駅 7：44発乗車～ 

      新木駅 8：04着） 

解散：JR成田線湖北駅 

（我孫子行き 11：17発） 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

この度の東日本大震災により亡くなられた方にはご冥福をお祈りすると共に、被害を受けられた皆様

に対しまして心よりお見舞い申し上げます。 

会員の皆様には被害を受けられた方はご

ざいませんでしたでしょうか?ご親戚の方

はいかがでしたでしょうか？常磐沿線には

北総の会員さんが多いので、この度の大き

な災害が発生した地域に親類縁者が多いの

ではないかと推察し、心を痛めております。 

 3 月に予定した 3 行事はすべて中止致し

ました。それぞれのコース担当者には予定

した集合駅まで何とか行ってもらい、集ま

ってきた参加者には説明してお帰り願いま

した。中止した行事はいずれ実施する機会

を作りたいものと考えております。 

 被災された皆様の再建への第一歩が 1 日

でも早いことを願い、健康に留意されます

ことをお祈り申し上げます。そして、皆様

とウオーキングを楽しむ日が 1 日も早く訪

れることを願っております。 

 

 

3 月の月例会中止に伴う年間完歩賞の取り扱いについて、さる 4 月 2 日

（土）15:00 より、柏市民活動センター2Ｆ会議室において第 2 回役員会の

審議により、「3 月の月例会中止は全員参加扱いとするが、距離加算はし

ない」と決まりましたのでお知らせいたします。 

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 

 

謹んで地震災害の   

お見舞いを申し上げます     

（2） 

北総歩こう会 会長 中山 弘 

4/16 あけぼの山のチューリップ→ 

☆ 感謝！感謝！感謝！ ☆  
北総歩こう会は 4 月の行事で、東日本大震災義援金

の募集を実施し、参加者の皆様から多大なご協力を

頂きました。 

4月 2日（土） 月例会  

「柏市内の桜めぐり」    \31.930 

4月 16日（土）ふぁみりーウオーク 

「あけぼの山のチューリップ」\14.400 

謹んでご報告を申し上げます。 

募金活動は 5月 1日の大正浪漫ウオークでも実施し、

送金先につきましては多数ある中から役員の総意に

より、総額を「日本赤十字社」に送金することに致

しました。 

ご協力有難うございました。 

  北総歩こう会会長    中山 弘 



 

平成 23年 4月 2日  月例会 

『柏 市 内 の桜 めぐり 』 を 担 当 し て        
                                                         コースリーダー 中山 弘 

3月 11日の大震災で、どこの会でも中止となった歩こう会

行事だが、ようやく交通機関もほぼ動くようになったので、4

月 2 日の例会を開催することに決めた。例年 4 月は春のシ

ンボルの桜を見ながらのウォーキングとなっている。今年の

コースは、初めの予定では武蔵野線吉川駅から清水公園ま

でとしていたが下見の際、駅に御願いに行ったところ、丁度

その日は恒例の「なまずの里マラソン大会」が予定されてい

ることがわかり、急遽変更する羽目になった。 

準備の日程も限られていたので勝手知った地元の桜に

方向変換した。今年の春は寒い日が多く全国的に桜の開

花も遅れる予想だったので、「例年通り 3 月 29 日に東京で

開花した」というニュースでホッとした。 ４～５日前から「開

催するか？」を問う電話が鳴り続き、対応に追われた。 

例会当日はコース上の北

柏ふるさと公園や昼食場所の

柏の葉公園では、まずまずき

れいに咲いていたのでタイト

ルが嘘にならなくてホッと胸を

なでおろした。被災地支援の

メッセ－ジを背中に付けて頂

いたり、募金にご協力頂いた

160 名の参加者の皆様に心

より感謝申し上げます。(コー

ス担当：中山祐子・若月愼爾) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

出発式で震災被災者に全員で黙祷しました 

大堀川左岸のまだ花には早い桜並木を行く参加者 

全国各地の歩けの行事に参加して、その印象を自由闊達な文章で作詞していることで有名

な、静岡市在住の松村翁が「我孫子大正浪漫ウオーク」発足当時の作詞に続いて、第 2作目

を公表されました。このたび、北総歩こう会がこの大会を JWA から単独で引き継ぎ主催する

ことになった船出の応援歌として有難くお受け致し、皆様にお知らせいたします。 

 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



 

 

 

 

 千葉県水辺一周歩けの旅 
 

 12 月 24 日(月)5 日目 夷隅町三門駅～安房鴨川駅  40ｋｍ 北総歩会員  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

その時に戴きます」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貰い待ってい

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

来てくれないか」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。 

ここまで人を信用出来るものだろうか？今日のコ

ースは日蓮上人の誕生寺や鯛の浦・鴨川シーワール

ドなど観光名所が多い。歩いていて犬には会うが猫

の姿を見かけない。これは私のかってな想像だが海

岸には魚の天日干しをするのでお互いに猫の飼育を

自主規制しているのではないだろうか？天津小湊町

役場前で昼食を取り、ゴール予定の安房鴨川駅には

14:10 に着いた。駅前でつまみや缶ビールを買って

14:39 発の電車に乗った。千葉駅で木村君とは別れ

て我々は船橋から柏に出た。 

（H22 年 4 月号掲載以来のご無沙汰でした） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集後記】  3 月は東日本大震災の発生で北総歩こう会が予定した 3 行事総てを中止、日本全体が深い悲し

みに陥った。4 月に入って本来なら花が咲き、明るい陽光の元でウオーキングに心ウキウキ励む季節であるが、

胸の中に重い気持ちが澱んで晴れやかな気持ちになれない。しかし、カラ元気でも良いから被災者を励ますた

めにも積極的にウオーキングに参加して、沈んだ日本から元気を取り戻しましょう。  ―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） 

 

5 日目 行川アイランド前で休憩 

5 日目 朝食は御宿のコンビニで 

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。 
（5/12） 

会報「ほゆう 3月号」で足立区の礒谷茂代さんを  

磯谷さんと間違ってご紹介しました。 

謹んでお詫びし、訂正いたします 

                       

                       

                       

2011 年 1 月 31 日会員の認定者 

35000㎞ 柳田 秀雄さん 

34000㎞ 松山 隆子さん 

15000㎞ 菊池 靖さん  

13000㎞ 太田 好美さん 

7000㎞  林 克彦さん 

地球一周４万キロを目指して頑張ろう♪♪ 

2011 年 2 月 28 日会員の認定者 

35000㎞ 和田 武年さん 

18000㎞ 鈴木 好次さん    

 

 


