
 

 

 

 

 

  

 ☆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・他協会及一般 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・他協会及一般 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！ 

 

 ☆CWA主催「利根運河と柏の葉公園を訪ねるみち」 15 ㎞  （コースリーダー 筒井寿一） 

  主 管／北総歩こう会   《 Ｗ日本 1800：流山市・柏市  500選：千葉 12-09 》 

日 時／9月 14日（水）9時 30分 団体歩行    参加費／参加者一律 300円 

集 合／流山おおたかの森駅前南口広場 （つくばエクスプレス線・東武野田線流山おおたかの森駅徒歩 1分） 

解 散／ 14時 30分頃 運河水辺公園 （東武野田線運河駅へ徒歩 5分） 

コース／流山おおたかの森駅前～諏訪神社（ｗｃ）～成顕寺～駒木ふれあいの森～法栄寺～鏑木学校跡～ 

柏の葉公園（昼食・ｗｃ）～野馬土手～東深井古墳公園（ｗｃ）～利根運河～運河水辺公園～運河駅 

○ みどころ／美しい日本の歩きたくなるみち 500選「千葉 12-09」完全版を歩きます。 

 

 ☆9月例会 伊能忠敬と地図を歩く  20/12㎞  （コースリーダー 石原洋二） 

日 時／9月 25日（日）9時 00分 団体歩行 参加費／CWA加盟団体無料・他協会及一般 300円 

集 合／港区立芝公園（芝東照宮隣り）の多目的広場（都営地下鉄三田線芝公園駅徒歩 1 分又は JR 山手線

京浜東北線浜松町駅徒歩 10 分）  

解 散／ 12 キロコース：12 時 30 分頃 深川公園（東京メトロ線門前仲町駅へ徒歩 3 分）  

20 キロコース：15 時 00 分頃 上野駅前 

コース／芝公園～芝東照宮～旧丸山古墳～国会議事堂前庭～桜田門～一石橋～日本橋～八丁堀～霊岸島

～門前仲町～富岡八幡宮～深川公園（昼食・12 キロコース解散）～浅草橋～源空寺～上野駅 

○みどころ／東京の地図測量史跡（几号水準点・日本水準原点・霊岸島水位観測所・一等水準点交無号・

日本国道路元標）を歩くとともに、伊能忠敬関係の史跡（測地遺功表・地図御用所跡･旧宅跡・銅像・浅草

天文台跡・墓所）を訪ね歩く。番外で、上野駅近くで地上を走る地下鉄を見ることが出来るかも・・・ 
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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 

 

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） 

 

☆ 8月はお休みします 

☆ 9月 17日(土) 二郷半領用水路散策  

 約 9㎞   (担当：和田武年) 

  集合：つくばエクスプレス線 三郷中央駅 

解散：JR武蔵野線 吉川駅 

 

平成 23年 6月 1日  平日ウオーク 

『白 井 の里山 ウオーク』を担 当 して        
                                                           コースリーダー 筒井寿一 

 北総歩こう会の例会は 5/1強風、5/11雨、5/28雨そして今回は台風襲来 5/29下見予定も延期 5/31へ

変更、台風予想で雨模様。例年より早い

梅雨入り、やきもきでも台風は進路変更

がつきもの。なんと 31日と 1日のみが涼

しい雨無しウオーキング日和となりまし

た。ちなみに 6/2 は 1 日中またもや冷た

い雨。よかった！！ 

 今回は千葉県の会員が集まりやすく、

運賃安く、また短い距離希望のかた、長

い距離希望のかた参加しやすいように新

京成三咲駅スタートとし、白井駅・新鎌

ヶ谷駅ゴールのショート・ロング 2 コー

スを設定しました。お蔭で千葉・船橋・

市川を始め茨城・栃木からの大勢の参加を頂き、予想を上回り 215名（100～150の準備）となり地図・

IVV・完歩証すべて不足となり、皆様に大変ご迷惑をお掛けいたしました事をお詫び申し上げます。 

 また、東日本大震災で津波により大被害に遭われ、大船渡から千葉の印西市に移られた歩こう会大好

きの小濱さんが千葉の仲間となりました。まだ右も左もわかりません。明るく、楽しく、和やかに過ご

せますよう皆でご協力の程お願い

致します。 

 当日歩行の際道が狭く上手に歩

いて頂けるか心配致しておりまし

たが綺麗に一列歩行ができ、事故

も無く皆様のご協力を感謝いたし

ます。コースもおおむねトイレ以

外は評判も良かったようで嬉しく

思ってます。役員一同もっともっ

と楽しいコースと運営に今後も努

力いたして参ります。（コース担

当：石井･清水・早川・遠藤） 

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 

 
（7 月 2） 

6/11 我孫子あやめの里を行く参加者 

白井文化センターで 10回参加表彰式 

船橋八木が北市民の森を歩く 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 



  平成 23 年 6 月 19 日  月例会ウオーク 

「流山市の紫陽花めぐり』を担当して        
                                                    コースリーダー 和田武年 

 今年の事業計画の作成が決定したのは昨年

7月の役員会であったが、その中に「流山市の

紫陽花めぐり」があった。「流山市に住んでい

る私が知らないでは済まされない」と、9月開

催の行事担当者決定会議でこの行事担当に手

を上げて私の担当と決まった。 

 このコース提案者に出所を教えてもらい、

流山市役所のホームページ〈ぐるっと流山〉

であることを知って、流山市役所秘書広報課

を訪ねて資料を貰い、完歩証に使う写真の使

用許可も頂いた。それから地図上でおおよそ

のコースを作り、1回目の下見を 1月 4日に一

人で行い、1月中に集中して歩き、自分なりに

「このコースで行こう」とほぼ固まった。2

月 16日にこの行事の担当者 3名と一緒に歩い

て貰い、トイレ休憩場所 3 箇所にもお願いし

た。その 1箇所からは「トイレを使う行事の趣旨と願い文書を出してくれ」と言われて 4月 11日に文書

を作って持参した。コースが固まったところで流山市発行の「公報ながれやま」6 月 1 日発行号に掲載

して頂くように申請もした。また行事が雨季に入るので昼食休憩場所として流山市民活動センターの大

会議室の抽選に挑んだが落選した。別口で頼んだ方が何とかなったので雨天で参加者が少なければ、屋

内での昼食する場所は何とかなることになった。 

 本番直前の 6 月 15 日、小雨降る中を 4 人で最終下見をして「花はバッチリ OK だ」と確信した。紫陽

花は雨降りの方が色鮮やかで美しくもあるが、歩きに雨は嫌だ。週間天気予報は「本番前日と後日は雨

模様だが本番の日は曇天」との予報が続いた。 

 「広報を見た」と言う方 10

数名から自宅に電話が入って

いた。本番当日の出発前に手を

上げて頂いたところ、10名ほど

の手が上ったので「やれやれ」

と思った。当日は天気予報どお

りの曇天となり、200 部用意し

た地図が足りなく追加印刷に

行って貰った程の（252 名・役

員 18名含む）ご参加を頂いた。

「お金を払って見に行くとこ

ろより、こちらの方が余程良かった」、「友達ともう一度見に来たいけどここに来る最寄の駅は何処です

か？」などのお言葉も頂くことが出来た。感謝、

感謝です。 （担当：加藤・川越・吉田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

あじさい通りを行く 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

八木川遊歩道を行く 

☆ 平日ウオーク 10回完歩者名 ☆  

6/1(水)の平日ウオークでの 10回完歩者は 11名で、

昼食会場の白井市文化センターで表彰されました。    

河野友夕さん(一般)  増子宗吾さん（船橋） 

和崎悦子さん（会員） 鈴木宗二郎さん（千葉） 

東 勝也さん（千葉） 貴船義路さん（千葉） 

木村繁雄さん（船橋） 中田冨美枝さん（会員） 

津治千鶴さん（会員） 佐々木澄子さん（会員） 

鈴木好次さん（会員） 

    頑張りましたね おめでとう！！ 

 

（7 月 3）  2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

守谷市の本多秋志さん 流山市の竹澤郁子さん 

流山市の島明良さん 東京都の石井理恵子さん 

 

先輩会員の皆さん  どうぞヨロシク！♪ 

 

                       

                       



 

  

 

柏市ウオーキングネット春の交流会に参加 
                                 流山市会員 和田武年 

4月 29日（金）晴 今日は柏市ウオーキングネ

ットに加入する団体の交流会で古都鎌倉散策に

参加する。家を 7:00 に出て豊四季駅から東武線

で柏駅の集合時間の 7:30 に着いた。既にネット

会長の秋山氏そのほかの方も来ていて受付をし

ていた。私は北総歩の参加者と一緒に先ずホリデ

ーパスを購入してから、参加申し込みをした。 

 北総歩こう会からの参加者は中山会長ご夫妻

など 20 名以上いるようである。私はその中から

10名ほどと一緒に電車に乗った。常磐線は何故か

とても混んでいて久しぶりに満員電車を味わった。日暮里駅で乗換え、東京駅乗換えは地下 2 階から出

る 2番線の横須賀線 9:01発に乗り、北鎌倉駅には 9:55頃に着いた。この駅はホームが狭くて多分 15両

編成の列車に合わせた 300mを越えると思われる細長いホームに降り立った。駅前の東慶寺駆け込み寺に

は立ち寄らずに通過して、次の浄智寺で 10:15 から出発式をして境内も見学した。次の葛原岡神社の境

内ではこんにゃくの串団子風おでんが屋台で売られており、美味そうな香りに釣られて 1串\100円で購

入して食べた。次の源氏山公園では 11:30～12:10まで昼ごはんを食べた。目の前で数羽のトンビが上空

を旋回して、その少し下をこれも数羽のカラスが大声でカアカアと五月蝿く鳴きながら旋回していた。

トンビに狙われたカラスが子供を守ろうとしての戦いでは

なかろうかと想像した。 

次に銭洗弁天と佐助稲荷神社に寄り、露座の大仏のある

高徳院に寄った。与謝野晶子の歌碑の前にいたアベックさ

んに「鎌倉や み仏なれど 釈迦牟尼は 美男におわす 

夏木立かな」は間違いで、お釈迦様ではなくて阿弥陀如来

様である。また、仏様には男も女もありません。つまりこ

の和歌には 2 箇所の間違いがあります。と偉そうに講釈を

してから「実はこのパンフレットに書いてあったのを今読

んで知ったばかりなんです」と打ち明けて大笑いになった。

次は光則院で土牢を見てからここで解散式をした。秋山会

長から「今日の参加者は 130 名であったことや秋の交流会

は柏市近辺でやりますからご参加下さい」との挨拶があった。それから由比ガ浜に出て海岸通りを歩き

鎌倉駅に着いた。海岸通りを歩きながら何気なくふっと思い出して隣の友人に「チャコの海岸物語」と

言う歌があったよね」と話したが、知らない風であった。私自身も桑田佳祐のフアンでもないのに歌の

題名が無意識に出てきたことが不可解であった。頭のどこかに無意識に残っていたのだろうか？15:08

発の新宿回り宇都宮行きの電車に乗ったが、この電車は東京駅は通らないようでウロウロしていると隣

席の女性が「大船で降りなさい、そこなら東京行きが沢山出ておりますよ」と親切に教えてくれた。大

船駅で下りて東京行きに乗り東京駅乗換え、上野駅乗換え常磐線で柏駅には 16:50 に着いた。ここから

は 4 ㎞歩いて帰り、自宅には 17:30 に帰宅した。新緑と薫風爽やかな日和の気持ちの良いウオーキング

であった。  （2011.04.29記） 

 

【編集後記】  東日本大震災に伴う影響のために、北総歩こう会の年間行事予定の実施計画にも大きな影を落

としている。7/27 日（水）の「ビール工場見学」・8/6（土）「手賀沼の花火」があいついで中止になった。予定当日

の歩こう会は実施するが、コース担当リーダーはコースの変更や問い合わせなどやきもきした事と察する。ご苦労

様でした。来年の事業計画作成に入る時期だが、相手次第でこちらにはどうにもならない行事計画を来年は抜

きたいものだ。今年の夏は電力不足が心配されるので「エコ生活」が奨励されているが、我々ウオーカーは「もうと

っくに実施しているよ」と叫びたい。暑さ寒さに強い体で車は使わず、早寝早起きのエコ人間だ。 ―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 

 
（7 月 4） 

 

高徳院（鎌倉大仏）参拝 

浄智寺境内で出発式 


