
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆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㎞   左記行事は電力事情悪化の理由により見学許可   

日 時／ 7月 27日（水） 9時 00分 団体歩行 が得られず、変更と致します 

 

 ☆7月平日ウオーク 守谷市街の散策  12㎞ （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／北総歩 100円・CWA加盟団体 200円・一般 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 守谷駅（集合地と同じ駅）   

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） 

～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だが、今年は東日本大震災の影 

響を受けた工場側から、「電力の供給予定が不透明なため予定が立たない」と、許可を頂けなかった。やむを

えずコース変更をして実施することに致しましたので御了解下さい。 

 

☆8月例会 ミニナイト「柏の夕暮れを歩く」  11㎞  （コースリーダー 吉田公康） 

日 時／8月 6日（土）16時 30分 団体歩行    《Ｗ日本 1800：柏市》 

参加費／CWA加盟団体無料・一般 300円 

集 合／名戸ケ谷第 2公園 （東武野田線新柏駅徒歩 2分） 

解 散／ 19時 00分頃 大津川ヒドリ橋（JR常磐線柏駅 or北柏駅へ徒歩 20分・案内あり） 

コース／名戸ケ谷第 2公園～増尾城址公園（ｗｃ）～ヒドリ橋（流れ解散)～北千葉導水ビジターセンター～柏 

ふるさと公園～柏駅 or北柏駅 

○ みどころ／手賀沼の暮れゆく薄暮を見よう！ 

 

柏市民活動フェスタ 2011に参加 

～みつけよう心でつなぐ地域の和～ 

5月 15日（日）柏駅東口サンサン広場での開催に 

参加しました。中山会長と和田・中山（祐）・遠藤の 

4名で 10：00～16：00までに約 300枚の会員募集

シートを配布しました。 

北 総 歩 こ う 会 
（１） 

 会報  6月号 
平成 23年(2011) 6月 通算 206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） 

 

 平成 24 年度事業計画策定のため 

                        

運営委員長  林 克彦 

会員の皆様、早くも平成 24 年度の事業計画（案）を策定する時期になりました。計画には会員の皆様の希望

や意見を最大限に取り入れたものにしたいと存じます。およそのコースや良い時期また、過去に実施されたコー

スの中でもう一度歩いてみたいコースなど、メモして役員に渡すか郵送して下さい。採用されますとコース担当役

員が調査して実行いたします。提案者にご負担をお掛けする事は御座いませんので、どうか良いアイデアを提

案して頂きたくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
（2） 

5/28 荒川遊園：展示の旧都電と参加者 

☆ 感謝！感謝！感謝！ ☆  
北総歩こう会は下記の 3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 

5月 1日（日） 特別行事 

  「第 8回我孫子・大正浪漫ウオーク」\9.458 

               総合計 \55.788 

謹んでご報告を申し上げます。 

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

し、5月 23日に流山郵便局より送金致しました。 

ご協力有難うございました。 

平成 23年 5月 23 日  会長 中山 弘 

☆ 感謝！感謝！感謝！ ☆  

会員の佐々木澄子様より会の運営の

一部にと、ご寄付を頂きました。 



平成 23 年 5 月 1 日  特別例会 

『第 8 回  我孫子･大正浪漫ウオーク』を担当して        
                                                            運営委員長 林 克彦 

小雨もようの強風の中、500 人を超す方々の参加

を頂きました。この”元気”が東日本大震災の被

災者に届く事を信じております。 

 今回、スタッフ役割の方に出来る限り事前準備

に携わって頂きました。誘導位置の事前確認をさ

れたサポーターの方々、参加用リボン 1000 ヶを製

作した N さん K さん、柏市に竜巻の発生した日に

矢貼りの下見をした K さん、チラシ配布に携わっ

た役員の方々、等等、役員/サポーターに感謝です。 

震災の影響で、常磐線の運行が不安定だった事

などもあり、この大会の開催も揺れ動いていまし

た。又、当初、予定していたコースの一部が通行

止め（谷津田手前）になったり、遊歩道に注意書きがあったり、コースの被害が確認されました。特に

前者は、パトカーも張付いており危険箇所と認識され、大きく迂回ルートを再設定致しました。当日は

出発式にて注意喚起をし、安全を期しました。  

今回で８回目を迎える伝統ある大会を東日本大震災というアクシデントの中、次回へ引継げてほっと

しております。まだまだ余震が発生する恐れがあり、千葉の北西部でも被災しています。ウオーク中の

余震には充分気をつけられ、被災に巻き込まれる

ことなく楽しいウオーキング・ライフをお過ごし

下さい。  来年のご参加を心よりお待ちしてお

ります。（担当：役員･スタッフ一同） 

 

 

 

 

 

 

 

     平成 23 年 5 月 11 日  平日ウオーク 

『つくばりんりんロード』 を担 当 して        
                                                    コースリーダー 林 克彦 

”雨ニモマケズ”がんばりウオーカーの

方々に参加頂きました。ありがとうございま

した。つくばの山々の霊気をたくさん吸収さ

れ、良い運気が巡って来る事を祈っておりま

す。 

今回のコースの両側は、ほぼ田園地帯で、

れんこんの収穫風景、田植えの始まった田ん

ぼ、麦畑、ドイツアヤメ、つくば連山、八重

桜の残り花、等飽きない景色が展開していま

した。コースの両側に桜の木が植えられてい

て、下見の時には、つくば山まで桜並木が満

開でした（被災状況も見ましたが）。春に歩

かれるのも良いかと思います。 

 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 

手賀沼遊歩道を行く参加者 

花盛りの遊歩道を颯爽と歩く 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

雨のりんりんロードを行く 

柏市の中山義夫さん   流山市の中島英治さん 

流山市の池田キミ江さん 市川市の桜井正憲さん 

市川市の榎本武久さん  柏市の坂巻正則さん 

柏市の坂巻利恵さん 

先輩会員の皆さん  どうぞヨロシク！♪ 

                       

                       

                       



 

役員の方々に雨の中がんばって頂きました。５コー

ス共、参加者がエントリーされ(MIN=2,MAX=19)、 

無事ゴールされました。Ｃ．Ｐへはバス移動でしたが、

どうでしたか？40Km を歩いたアンカーの中村さ 

んに感謝。バスでの移動費が掛かったので、赤字でし

た。このコースの次回開催は、値上げをして、元を取

り戻したい（希望ですが）。 

参加者の方も役員も雨の中お疲れ様でした。大きく天

気が崩れなくて、良かったと思っています。 

（コース担当：石井・清水・市川・遠藤） 

 

平成 23年 5月 21日  月例会 

『今見ておきたい!レトロ建築 20 選』を担当して        
                                                        コースリーダー 軍地恒四郎 

東京の当日の最高気温は２７．６度（湿度５４％）。集合場所の上野駅パンダ橋口に、スタート前から強い

日差しが容赦なく照りつける。こんな中を１９７名が参

加してくれました。望外の喜びです。 

昨年１０月の１回目は、公園口に集合して上野公園か

ら、湯島、御茶ノ水、日比谷・霞が関方面を見て歩きま

したが、今回は山手線をはさんで反対側、つまり上野地

区から両国、日本橋、京橋、築地を回って銀座四丁目、

そして解散場所の数寄屋橋公園に至るもの。人の多い街

中を、それもコンクリートの上を歩く今回は、ヒートア

イランド現象をまともに受ける形になり、体感温度はゆ

うに３０度を超えていたはず。しかし途中リタイアも３

名ほど、大部分の参加者が完歩証（写真は東京都慰霊堂）

を受けとっています。こまめな水分補給を心がけた賜物 

                      と言えるでしょう。 

今回のコースを作成するにあたって①両国、日本橋をメインにするが、何とか築地を回れないか、②ウォ

ーカーの負担を軽くするため、可能な限り裏道や緑陰の中を歩く、③看板建築のいくつか取り入れる、など

を考慮しました。少し欲張った計画でしたが、最終的には参加者のみなさんの協力と役員の的確な誘導でほ

ぼ果たすことが出来たと自己採点したところです。お世辞にしろ、「とてもいいコースだった、」との声も聞

けて流した汗が報われた感もありました。 

“今見ておきたい”と謳っていますがまさにその通りで、

今回のコースでも当然対象になるはずの歌舞伎座も取り

壊された跡地を見ることになりました。関東大震災後、庶

民の知恵で銅板を貼り、西洋風のモダンなデザインを施し

た看板建築もあと５年位で消えてしまうかも知れません。

築地２丁目の交差点角の宮川商店は看板建築の代表格。マ

ンサード屋根をのせ、外壁を銅葺きにした木造３階建をし

っかり目に焼き付けたことと思います。 

 東日本大震災の爪跡も、東京都慰霊堂、旧安田庭園、 

常磐橋などで実見しました。真夏のような暑さの中、事故 

もトラブルもなく無事終了できましたこと、参加者そして役員に改めて感謝いたします。 

  （コース担当：石原 山口） 

【編集後記】  当歩会の主催する 3 回の行事で東日本大震災義援金を参加者の皆様にご協力頂き、まとめて

送金してきた。災害の傷跡は深く心は痛むが、我々は元気に歩く事により健康を維持し、長期戦になる戦いを末

永く支援したいと思う。八十八夜も過ぎ緑濃き素晴らしい季節なのに、日本の上空に垂れ込める暗雲は何だろ

う？我々歩く仲間が元気一杯日本全国で歩いて見せて、この暗雲を吹き飛ばそうではないか！ ―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） 

 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

旧小島小学校隣接の公園で休憩 

日本銀行本店前を行く 

藤沢駅付近をゴール目指して 


