
 

 

 

 

                    

 

                                    会長  中山 弘                                                                        

明けましておめでとうございます。 

皆様にはお健やかに新年を迎えられた事とお慶び申し上げます。                    

２４年度のすべての行事は会員の皆様のご協力と役員の頑張りで事故も無く予

定通り終了できました事、心から感謝いたします。 

 今年は北総歩こう会の創立 20周年という記念すべき年になります。 

創立当時から多くの会員、役員の皆様に支えられて２０周年を迎えられる事は

喜びに耐えません。 

地域の財産とも思われる手賀沼を中心に催している大正浪漫ウオ－クも区切りの 10回大会です。 

是非沢山の皆様に参加して頂き、コースも少し変えて楽しんで頂けるよう準備中です。柏そごうにウオ－キング

ステ－ションを開設してイヤ－ラウンドとして３つのコ－スを用意し、いつでも歩けるようになりました。今年も、

例会、平日Ｗ、ふぁみり-Ｗ、特別例会と皆様に楽しんで歩いていただき、良い１年になりますようにと思ってお

ります。どうぞ宜しくご協力のほどお願い申し上げます。 

               ☆☆ 定期総会のお知らせ ☆☆ 

日時 ： 平成２５年２月２３日（土）午前９時３０分より 

場所 ： 流山市初石公民館（流山市西初石 4-381-2） ※東武野田線初石駅徒歩５分（駅から案内有り） 

 議題 ： 平成２４年度事業報告・決算報告 

       役員（理事・監査）の改選（案） 

       平成２５年度事業方針・事業計画（案）・予算（案）など 

 なお、当日、総会終了後、総会ウオ－クを行います。 

 

  

 

この度、そごう柏店に平成２５年１月１日よりウオ－キングステ－ションが開設されました。 

窓口は、３階婦人靴売り場のレジカウンタ－。開設時間は１０時から１７時（年中無休）です。 

電話 ０４－７１６２－７２８１ 

コ－スは①柏ふるさと公園、増尾城跡   １０km   ②布施弁天、あけぼの山公園  １６km 

      ③柏の葉公園            １９km の３つ 

参加費用は２００円。参加者カ－ドに必要事項を記入し、地図をもらい、歩いてゴ－ルすればＩＶＶがもらえます。 

お友達を御誘いの上、大勢の皆様の参加をお待ちしております。（一般参加者は別途保険料が３０円必要です） 

尚、会員証の提示により、ウオ－キングシュ－ズなど割引の特典にあずかれます。 

詳しくは店員さんとご相談ください。 
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☆2月平日ウオーク じゅん菜池の梅     13㎞   （コースリーダー 早川 進） 

日 時／2月 6日（水） 9時 00分 団体歩行  参加費／会員 100 円・CWA200 円・その他 300 円 

集 合／西口公園 （ＪＲ常磐線松戸駅西口徒歩 3分） 

解 散／ 14時 30分頃 市川関所跡（京成線国府台駅へ徒歩 5分） 

コース／西口公園～江戸川土手～矢切(WC )～野菊の小道～じゅん菜池（昼食・WC）～国府台緑地～里見 

公園(WC )～市川関所跡 

○ みどころ じゅん菜池周辺の梅が咲いているかどうか？と国府台緑地の冬枯れの様子が楽しみです。 

 

☆2月例会 総会ウオーク：柏の葉から利根運河へ  10 ㎞  （コースリーダー 林 克彦） 

日 時／2月 23日（土）13時 00分 団体歩行   《 500選のみち 千葉 12-9 》 

集 合／初石公民館横（東武野田線初石駅徒歩 5分）  参加費／CWA加盟団体無料・その他 300円  

解 散／ 16時 00分頃 利根運河水辺公園（東武野田線運河駅へ徒歩 5分） 

コース／初石公民館～駒木ふるさとの森～柏の葉公園(WC )～東深井古墳の森(WC )～運河水辺公園 

○ みどころ 初石公民館にて北総歩の総会後、午後から冬の柏の葉公園、古墳の森、利根運河を巡ります。 

ビリケン（福之神）に出会ったら、足を触って見ましょう。 

 

☆3月平日ウオーク 谷中の掃苔（そうたい）   11㎞   （コースリーダー 軍地 恒四郎） 

日 時／3月 6日（水） 9時 30分 団体歩行  参加費／会員 100 円・CWA200 円・その他 300 円 

集 合／ＪＲ上野駅公園口広場（ＪＲ線上野駅公園口改札徒歩 1分） 

解 散／ 14時 30分頃 西日暮里公園（ＪＲ線・千代田線西日暮里駅へ徒歩 2分） 

コース／東叡山寛永寺～浄名院～自性院～瑞輪寺～岡倉天心記念公園(昼食・WC)～観音寺・築地塀～谷 

中霊園へ入る～（徳川慶喜・渋沢栄一・五重塔跡・長谷川一夫・横山大観ほか）～富士見坂～諏方神社 

～西日暮里公園 

○みどころ 掃苔とは墓石の苔を掃くこと。転じて墓参りの意。特に盂蘭盆の墓参を意味し、俳句の季語としては

初秋。しかし今回は春の彼岸を前にした谷中の霊園、さらに周辺の由緒ある寺院を訪れる。  

 

☆3月例会 今井の桜      18／11㎞        （コースリーダー 筒井 寿一） 

日 時／3月 30日（土）9時 00分 団体歩行  参加費／CWA加盟団体無料・その他 300円  

集 合／新鎌ヶ谷ふれあい公園（東武野田線・新京成線・北総線 新鎌ヶ谷駅徒歩 5分） 

解 散／11㎞コース：13時 30分頃 今井青年館前バス停留所（バスで柏駅 or白井駅へ） 

      18㎞コース：15時 30分頃 白井文化センター（北総線 白井駅へ徒歩 5分） 

コース／新鎌ヶ谷ふれあい公園～市民体育館(WC )～鮮魚街道～手賀の丘公園(昼食・WC )～今井の桜（ここで

11㎞コースは解散）～白井運動公園(WC )～木下街道～白井文化センター 

○ みどころ 今井の桜を訪ね、金山落とし沿いに鮮魚街道中間の常夜灯そばを通り、手賀の丘公園へ。今井 

の桜と水塚を見ながら田舎道から木下街道の白井宿の一部を通り、白井文化センターへ。北総台地の里山と

江戸時代の歴史を巡る癒しのコースです 

    

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

                                                           

☆ 2月 16日(土) 布佐街めぐり 約 7㎞  (担当：九嶋 仁)      

 集合：JR成田線布佐駅東口（今回：9：10） 解散：JR成田線布佐駅南口 

☆3月 16日(土) 木下河岸と貝層 約 7㎞  (担当：石井信次) 

 集合：JR成田線木下駅改札前 解散：JR成田線木下駅南口 

                                   

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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お願い：北総歩こう会の行事に参加される方は お弁当を出発前に必ずご用意下さい 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

12/15千代の富士の銅像 



平成 24 年 12 月 5 日 平日ウオーク 

『結縁寺の里山を歩く』を担 当 して        
                                                  コースリーダー 石井信次 

 どうしても天気模様が毎日気になるのでニュ-スの後の天気予報

は完全に見落としがない様に見てまして太陽のマ-クがあれば安心

ということでしょう。まあとにかく当日の太陽が昇るのを心待ちにして

いる感じです。当日、東空が明るくなってきたので出発する。心かろ

やかになりますね。とにかく下見の段階で正規の道順が出来てなか

ったので担当の役員さんと相談しながら、やっと歩くル-トが出来て

しまったのです。ただメインは結縁寺なのでどうかと悩みましたが主

体は里山であると言うことですので次の機会にとゆずりました。今日

はいまだかってない最高の日和となりウオ-キングびよりだと思って

います。芝生の上での昼食はいいですね。下見の時に船尾のスク

ランブル信号の先の宮崎邸と言う古民家があると言うので寄って見

た時にカフェの時間でしたので我々は水曜日なので休日との事で通過の予定でしたが御主人がいらっして庭と

民家だけでも見て行ってくれとの事で寄り道をしました。さすが 230年築とのこと、つい近年までワラ葺き屋根だっ

たそうです。前回紹介した時に花の丘公園には冬は花が無いといった事を思い出しました。Ｂゾ-ンの文化館に

は見事に花が咲いていましたので謝りたいと存じます。ごめんなさい。それでも大勢の方々が良いコ-スで良かっ

たと声を頂き本当に有難うございました。ご参加の皆様、役員の皆様、御協力を頂き有難うございました。   

（コース担当：和田・早川） 

                                                                                          

 平成 24 年 12 月 9 日 月例会「同行二人～」 

『東葛印旛送り大師の道を歩く（1）』を担当して         
                                                コースリーダー 中村義久 

 数年前ネットを見ていたら「東葛印旛大師八十八ヶ所」があることを知った。私自身６０歳で退職した時に、四国八十

八カ所を通しで、歩き遍路をした経験がある。これは面白そうだ！北総の行事に取り込んでみたらどうかと思い、行事

募集に提案した。コ-ス設定に先立ち今年の５月１日～５日に開催さ

れた東葛印旛大師霊場巡拝に参加してみた。参加してみると団体

巡拝者の人数の多さに驚いた。この民族行事は 200 年以上も続き

全国一の規模と言われている。初日は今年の結願寺である柏の長

全寺を朝８時 30 分に出発した。一日目の泊り（大師様が）の南蔵院

に着いたのは夕方６時近くだった。参加してコース設定が難しいと

思った。電車路線が近くに無い、距離も団体歩行では余り長くとれ

ない、解散場所も次回との連続性が必要等々、悩みながらも今回の

コ-スが出来上がった。地図は、今年一緒に霊場巡拝に参加した当

会石原副会長（今回の担当）が忠実に遍路道を記録してあったの

で助かった。（飲まない人は立派だと思った・・・私は各地で、お接

待に出される酒を有り難く頂いて良い気分で歩いていたのに・・・）

当日の天気は一週間ぐらい前から晴れ予報、コ-スはほとんど里山を歩く良いコ-スだが、「同行二人」とか「東葛印旛

送り大師の道」とか一般受けしないのではないかなどの心配もあった。ところが 135名の参加者があり長全寺のお坊様

からも「日ごろの行いがいいですネ」なんて、お褒めの言葉もあり、参加者からも「良い行事だ！年２回ぐらいの間隔で

やってくれ」等の意見もあり、担当としては素直に嬉しかった。午後２時半にゴ－ルし、今回は本年最後の例会なので

恒例の乾杯式を行いお開きとなった。長全寺さん、参加者の皆さん、各役員さん、ありがとうございました。来年もよろ

しくお願いします。 （コース担当：掛川・石原）                                            

 

【お時間拝借の答え】 

かじき せいうち かみきりむし こがねむし ししゃも はぶ 

おとしぶみ ちゃたてむし いわな かば めだか おさむし 

いさな あめんぼ ひばり てんとうむし 
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 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

 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 

☆感謝！感謝！感謝！☆ 

会員の礒谷茂代さんから北総歩こう会に

寄付を頂きました。 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

草深の森を行く 

泉蔵寺 



  お 時 間 拝 借   
              （8） 

♪♪ 百点取ったら北総歩会の優等生 ♪♪ 

読めますか？小学校で習った漢字 

【 生き物編 1 】 答えはほゆう今月号のどこかにありますよ・・ 

旗魚 海象 天牛 黄金虫 柳葉魚 波布 

落し文 茶立虫 岩魚 河馬 目高 歩行虫 

勇魚 水馬 告天子 天道虫 

山茶 秋桜 百合 庭常 土当帰 五加 

〔答えは ほゆう今月号のどこかの片隅にありますよ・・・〕 

 

 

 

 

 

千葉県水辺一周歩けの旅 
3月 10日（日）最終日（12日目）新浦安駅～松戸駅 28㎞        北総歩会員  和田武年 

 千葉県一周完歩を目指す我々を祝ってくれているかのように暖かな良い日和である。集合場所の新浦安駅に

加藤さんが現れない。自宅に電話すると｢出ている｣との事で待っていると来た。30分遅れの 10:00に新浦安駅を

出発する。すぐ東京ディズニーランドを大きく右に回り込んで旧江戸川に出る。船宿が沢山あって、古い江戸の

下町の面影が色濃く残っているところである。地盤が低い場所だから，護岸堤防がコンクリートで嵩上げされてい

て、歩いている道からは川が見えない。道より上に川があるのである。対岸は東京都江戸川区だ。やがて江戸川

放水路との分岐のある水門を過ぎてすぐ、見慣れた船橋歩こう会恒例行事｢江戸川25マイル｣のゴール地点を過

ぎた。途中で軽く昼食を取り、松戸駅には 15:30ゴールした。 

駅前の中華料理店に入り、3 人で乾杯した。途中から小野さんに替わって

参加した木村君は、3 区間が抜けているので、残念がっていた。いつか自分

で歩いて繋げたいと言っている。地図を片手に、江戸川から遡り利根川を下

り、太平洋から東京湾に入って江戸川に戻ってきた訳だ。千葉県は本州に

ありながら県境をすべて水で囲まれているのである。今回の旅を終って一つ

だけ気になっていることがある。後から気が付いたのだが、利根川の対岸に

も佐原市があって、霞ヶ浦から流れ出した常陸利根川が茨城県境であった。

この部分を取り落としていたのがなんとも心残りになった。 

失敗談も一つある。ある日、松戸駅を出発して江戸川をどんどん下って行

けばやがてディズニーランドに出ると、地図も見ないで軽く出発したところ、

海には出たが全く違った場所だった。しっかり地図を見ると私の歩いたのは

江戸川放水路であり、本来の江戸川は行徳橋下流で大きく西にカーブして

いたのだ。本流の方が水門で遮られて、水は放水路の方へこちらが主流の

如くに流れている。間違える筈だ。今回、房総半島を歩いた時期は、夏みかんの実りの時期でもあった。ほとんど

の家々には夏みかんがたわわに実っており、落果していた。歩きながら落果している実を 2～3個頂いてザックに

背負った。甘夏ではなく本来の猛烈に酸っぱいみかんだが、歩いて疲れた身体にはこれがたまらなく美味しかっ

た。この味が忘れられなくて後日、植木屋さんに「酸っぱい本来の夏みかん」の苗を頼んだが手に入らなかった。

ところが友人から「家を建替えるので邪魔になる夏みかんの木をいらないか？」と言って来た。大喜びで知り合い

の自動車修理工場の軽トラを借りて貰いに駆けつけた。今では我家の庭で毎年、沢山の実を付けてくれている。

勿論、夏みかんの木の実家には正月を過ぎた頃にお裾分けをしている。こうして 12日間，513ｋｍの楽しい歩く旅

は終ったのだった。（おわり） 

 

【編集後記】 新しい年を迎えると「１年の計は元旦に有り」と計画・目標を立てる人は多いと思います。皆様はい

かがですか。今月号から編集を担当する事になりました竹渕房夫です。１２年間編集をされた先輩の和田

様にご指導を頂きながら頑張っていきます。皆さんよろしくお願いします。〈歩遊人〉 

☆ 平日ウオーク 10回完歩者名  

12/5(水)の平日Ｗでの 10回完歩者は 4名で、 

昼食会場の船穂コミニティーセンター広場で

表彰されました。    

梁田祐子さん(会員) 大澤祐子さん(東京） 

根本 昭さん CWA)  澤 貞良さん（船橋） 

 

 頑張りましたね おめでとう！！ 

 

（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。 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 
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5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 


