
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

☆2月例会 総会ウオーク むかしの流山      10 ㎞     （コースリーダー 林 克彦） 

日 時／2月 25日（土）13時 00分 団体歩行  《Ｗ日本 1800：流山市》 

参加費／CWA加盟団体無料・他協会及一般 300円  

集 合／初石公民館隣の“西初石ふれあいの森”（東武野田線初石駅徒歩 5分） 

解 散／ 16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／西初石ふれあいの森～貝塚跡～香取神社の随身門～愛宕神社～北部公民館（ｗｃ）～オランダ 

観音～安蒜家の板碑(千葉県文化財)～三社大神～運河水辺公園 

みどころ 流山市は千葉県北西部に位置し、縄文時代から人々が生活していたといわれています。そんな 

市内を巡り、貝塚跡、板碑、随身門などの“むかし”を見てまわります。途中、梅見も期待出来ます 

 

☆3月例会 牛久沼カッパの里を訪ねて  13㎞   （コースﾘ-ﾀﾞー 神﨑 武 ） 

日 時／ 3月 11日（日） 9時 00分 団体歩行     《Ｗ日本 1800：無》 

参加費／CWA加盟団体無料・他協会及一般 300円 

集 合／牛久駅東口広場（JR常磐線牛久駅改札口徒歩 1分） 

解 散／14 時 00 分頃 刈谷中央公園（牛久駅西口まで 1.5 ㎞徒歩 15 分） 

コース／牛久駅東口～得月院（ｗｃ）～牛久城跡～雲魚亭（ｗｃ）～牛久市観光アヤメ園（昼食・ｗｃ）～東林寺

～刈谷中央公園（解散地・ｗｃ）～牛久駅西口（ゴール・案内有り） 

みどころ 牛久の伝説、河童の絵を好んで描いた牛久が生んだ画聖、芋銭が牛久沼のほとりに建てたアト

リエ（雲魚亭）を訪ねます。はるか筑波山を望む穏やかな牛久沼のほとり、稲荷川に沿う桜並木を歩きます。 

 

☆3月平日ウオーク おおたかと菜の花 12㎞ （コースﾘ-ﾀﾞー林 克彦 ） 

日 時／ 3月 21日（水）9時 00分 団体歩行  《Ｗ日本 1800 流山市 》 

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円  

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

解 散／14 時 30 分頃 流山おおたかの森駅南口前公園（同駅へ徒歩 3 分） 

コース／駅南口前広場～おおたかの営巣地の森～勤労者福祉センター（ｗｃ）～江戸川土手～流山市立博

物館（ｗｃ）～総合運動公園（昼食・ｗｃ）～流山おおたかの森駅南口前公園（解散） 

みどころ 流山おおたかの森駅の名前の由来になった森の一部を探索します。それから江戸川の土手の菜

の花のじゅうたんの中を 2ｋｍほど、春の香りを満喫して頂きます。ご近所の隠れた見所をご案内します。 

 

☆4月平日ウオーク なまずの里の桜並木 15㎞ （コースﾘ-ﾀﾞー中山 弘 ） 

日 時／ 4月 4日（水）9時 00分 団体歩行  《Ｗ日本 1800は 3月末で終了です》 

参加費／会員 100円・CWA200円・その他 300円 集 合／木売公園 （ＪＲ武蔵野線吉川駅より徒歩 5分） 

解 散／14 時 30 分頃 愛宕神社（東武野田線愛宕駅へ徒歩 3 分） 

コース／木売公園～二郷半用水の桜通り～永田公園（ｗｃ）～中川～松伏記念公園（昼食・ｗｃ）～野田橋～

欅ホール（ｗｃ）～愛宕神社(解散)～愛宕駅 

みどころ 二郷半用水の約 500 本の桜が見事に咲いているか？見られるのが楽しみ。また永田公園のシン

ボルの高さ 16ｍの「吉川富士」に登ると市内を一望でき、天気が良ければ富士山や筑波山が望めるかも？ 
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4月例会 小貝川に沿って歩く     16㎞     （コースリーダー 竹渕房夫） 

日 時／4月 8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／和田前公園（ＪＲ成田線布佐駅南口徒歩 3分） 

解 散／ 14時 30分頃 あじさい公園 （ＪＲ常磐線佐貫駅へ徒歩 2分）  

コース／和田前公園～栄橋～徳満寺（布川城跡）～利根町公民館～豊田堰～ふるさとふれあい公園（昼食・ 

ｗｃ）～小貝川堤防～あじさい公園(解散)～佐貫駅 

みどころ 利根川との合流点から佐貫まで小貝川に沿って堤防、旧小貝川を歩き、徳満寺（布川城跡）では 

「間引きの絵馬」・「日本最古の十九夜塔」、関東三大堰のひとつ豊田堰を見学し、ふるさとふれあい公園の桜 

を鑑賞します。 

 

        

 

 

 

  

 

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 

 

日 時／4月 30日（休）  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（コースの詳細は現在検討中で変更の可能性もあります） 

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、楚人冠記念館、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 12―01】を認定する。 

 

    

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 

☆ 3 月 31 日(土) 松戸の桜 約 8 ㎞ (担当：掛川 洋) 

   集合：JR武蔵野線 新八柱駅 

解散：JR 武蔵野線 東松戸駅 

 

☆ 4月 21日(土) 草加の松並木  約 8㎞ (担当：川越久子) 

   集合：東武伊勢崎線草加駅 

解散：同じ伊勢崎線新田駅 

 

 ※ ウオーキング基地終了のご案内 ※    お客様各位 

寒さ厳しい折から、益々お元気で活躍の段お慶びを申し上げます。 さて、突然ですが弊社天王台店並びに

柏店はこれまで日本市民スポーツ連盟の通年ウオーキング基地としてご利用頂いておりましたが、都合により平

成 23年 12月 31日を以って、ウオーキング基地としてのサービスを終了することになりました。永い間のご利用ま

ことにありがとうございました。    平成 23年 12月 27日 

   我孫子市天王台 1-13-2  株式会社 ブロック  ℡：04-7186-2226 

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 
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１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

1/7深川稲荷神社・寿老神参拝 

 

第 9回 

主催：北総歩こう会 

後援：我孫子市 我孫子市教育委員会  柏 市  （社）日本ウオーキング協会 



平成 24 年 1 月 14 日 ＣＷＡ行事 

『新 春 初 詣 ウオーク 』 を 担 当 し て        
                                                  コースリーダー 神﨑 武 

 昨年の 7月頃だったでしょうか？中山会長から「来年 1月に実施するＣＷＡ主催の初詣ウオークが北総歩の担

当となりました。そこで以前、貴方が担当した「諏訪道を歩く」のコースに、布施弁天・諏訪神社が入っているので

使えるのではないかと思います。コース担当をして頂けませんか？」と相談を受けました。 

 私としては、前回のコース地図があるから楽勝と思い、二つ返事で引き受けました。しかし、コース名を変更した

だけで歩いて貰うなんて参加者に大変失礼ではないかと思い、ひとつ、ふたつの神社、仏寺を加えられない

か？この場所あの場所はどうかと考え始めたら、昼食場所まで決まらず、コース地図に落したところ変な形になっ

て、ついに頭が少々パニック状態になりました。 

 冷静に最初に戻り、近隣で知名度も高く、初詣・通年を通して参拝者が多いのは、神社は諏訪神社、お寺さん

は真言宗の布施弁天だ、もう一箇所は歴史的文化遺産の少ない柏市が力を入れて管理していると思われる

（？）旧吉田家住宅歴史公園として、その他は行かないと固く決心しコース作りを再開しました。しかし、困ったこ

とは布施弁天と旧吉田家を結ぶコースがなかなか見付からず難航した事、さらにＣＷＡ主催で千葉県全域から

200 名以上の参加者が見込まれる解散場所でした。諏訪神社の駐車場ではまだ初詣の一般参拝客が多くて無

理だろうと、ついに、最後の最後まで決定出来ずに見切り発車となりました。 

 本番当日の朝、役員ミーティングでお神酒調達メンバーをお願いしている時に、諏訪神社近くにお住まいの和

田役員より「市村酒店も無断借用予定場所の地主さんも知っているから事前にお願いしてみる」と申し出られて、

和田さんが神様（失礼）仏様に見えました。 

 この行事を簡単に引き受けたことを少々後悔しな

がら皆様にご案内しましたが、歩かれて如何でした

でしょうか？どこかで私を見つけましたら感想をお聞

きしたくお願い致します。私自身の感想・反省点は、

布施弁天を出発して山裾の日陰のコースより日当た

りと眺めの良い利根川の土手の上へと当日急遽変

更致しました所、冷たい強風の中を歩くことになり大

変な不評でした。その上、旧吉田家到着時間が予

定より 20 分近く遅れたことにより、ここのご案内が自

分の思いより不十分であった事です。もう一つは解

散場所を特定出来ずに見切り発車したことにより、諏

訪神社をゆっくりご案内出来なかった事です。参加者の方から「もう戻るの？」と言われました。私事ですが諏訪

神社は私の結婚式場であり、我が家新築のお払いに先代の宮司さんに大変お世話になり、節目々々にはお参

りする私としては親しく大事な「おすわさま」なのです。 

 冷たい風の吹く中、243 名と多数のご参加を頂き有難う御座いました。風邪を引きませんでしたか？ＣＷＡの執

行役員、北総歩の役員の皆様、ご協力有難う御座いました。感謝 感謝です。（コース担当:川越・軍地） 

 

  

 

コラム   第 34回日本スリーデーマーチ参加便り  北総歩会員より 

コースを 30㎞に落としてから今回で５回目の参加（全 26回）になります。以前 50㎞を一緒に歩く仲

間が 70歳前後で次々と姿を消していくのに遭遇しましたが、ご他聞に漏れることなく気が付けば自分も

着実にその道をたどっています。単発で 50kmは今でも続けていますが、さすがに 3日連続はきついもの

があります。30kmコースは、参加者の数が多いこともある為か、昔 50㎞を歩いていた人には数人出会

う程度です。コースの途中でＹさんを 2回追い越しました。2日目と 3日目です。3日目は高坂に差し掛

かろうという時でしたが、「和田さんがこの先を歩いている」という情報を得ました。 

インフルエンザ騒ぎのあと東松山市内の体育館が使用出来なくなり、一度は自宅から毎日通いましたが、

幸い娘一家が東松山市近郷に家を造ったので、昨年の参加からはそこに宿泊しています。スリーデーマ

ーチに初めて参加した頃の娘は小学生だったので、まさかこんな展開になろうとは夢にも思いませんで

した。考えてみれば不思議です。 

お互い健康には気を配りつつ、参加を続けたいものです。 （2011.11.11. 歩友人受） 

（2/3）  2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

寒風の利根川土手を進む 



平成 24 年 1 月 18 日 月例会  

『 三 郷 七 福 神 巡 り 』 を 担 当 し て        
                                                 コースリーダー 和田武年 

 三郷七福神めぐりを担当することになって先ず考えたのは

「三郷には 3 コースあるが、どのコースを選ぶか？」であった。

平成 23 年 9 月に入って地図上でコースを考えた。七福神め

ぐりのコース作りは、「距離が長くなるからと言って１神か 2 神

減らしてしまえ」という訳にも行かない難しさがある。参加者が

集まりやすい交通機関、トイレ、昼食場所などは通常のコース

作りでも頭の痛い問題である。地図上で今回は「南部の八木

郷戸ヶ崎コース」と定め 9月 22日早朝、我が家を自転車で出

発して走り回り、夕方へとへとになって帰宅した。 

 それから 9月中に 2回、自分の足で歩いて確認したがどうし

ても距離を 15㎞以内に納めるコースが出来なくて悩んでいた。

10 月になって 2 回、コース担当メンバーと合同で歩きながら

「距離が 17 ㎞を縮められないなら、短コースを考えよう」と言うことになり探した結果、松戸駅に出られる便利なバ

ス路線があることを発見した。これで長短 2 コースを確定し、平成 24年 1月 4日に最終下見となった。西福寺の

布袋尊と香岩寺の寿老人以外は寺院内に保管されているので松の内（7 日まで）以外は参拝出来ないからであ

る。この日は最初の寺である大雄寺の住職にもお会い出来て「当日には特別に大黒天の仏像を参拝出来るよう

に出しておきます」と申された。 

 さて当日は無風の晴天に恵まれ 173 名（役員 19 名）の方にご参加頂いた。短コースでやめてバスで帰られた

方は約 50 名で、多くの方が長いコースを無

事に完歩されたのは、参加者と役員の協力

の賜物と感謝している。 

本来この行事は「平日ウオーク」の予定で

あったところ、当歩こう会の内部事情で月例

会に変更されたため、当てが外れてご迷惑

をかけた方が出てしまい申し訳なかった。      

（コース担当：清水・遠藤・石井･竹渕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆ 定期総会ご出席のお願い ☆☆☆ 

 

日時：平成 24年 2月 25日（土）10時より  

場所：流山市初石公民館(℡04-7154-9101) 

東武野田線初石駅徒歩 5分（駅から案内あり） 

総会後、10kmの「総会ウオーキング」があります。 

万障繰り合わせの上、ご出席の程お願い申し上げます。 

 

【編集後記】 昨年末の読売新聞編集手帳に「一人黙りの道長い。二人話しの道短い」と言う言葉を見付けた。

語源やいわれは詳記するスペースの都合で省くが、我々歩け運動を推進する立場にある者には、心すべき味わ

い深い言葉ではなかろうかと思って転載させて頂いた。 -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 
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４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 

 

2011 年 12 月 2 日 会員の認定者 

40000㎞ 柳田秀雄さん  

33000㎞ 九嶋 仁さん 8000㎞ 林 克彦さん  

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 

本隆寺毘沙門天を参拝して出発 

柏市の益子 平さん  流山市の斎藤 甫 さん 

柏市の細井タツさん 

先輩会員の皆さん  どうぞヨロシク！♪ 

 

                       

                       

江戸川の土手から水元公園へ･後方は松戸市街 


