
 

 

 

                                      

     

 

                                                  

                                                                               

   

 

☆3月平日ウオーク 谷中の掃苔（そうたい）   11ｋｍ  （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      18／11ｋｍ      （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。《千葉県 54市町村Ｗ  鎌ヶ谷市、柏市、白井市》 

 

☆４月平日ウオ－ク 運河のある街を歩く～御衣黄桜を探して 15ｋｍ （コースリ－ダ－ 石原 洋二） 

日 時／４月３日（水）9時 30分 団体歩行 参加費／北総歩１００円・ＣＷＡ加盟団体２００円・その他 300円 

集 合／芝浦公園（ＪＲ山手線・京浜東北線 田町駅芝浦口 徒歩３分） 

解 散／１４時３０分頃 大森北公園（京浜急行 大森海岸駅へ徒歩１分） 

コ－ス／芝浦公園～新芝運河沿緑地～芝浦運河沿緑地～新芝運河沿緑地～高浜運河沿緑地～港南公園～ 

 ふれあい橋～天王洲公園～アイル橋～東品川海上公園（昼食）～京浜運河緑道公園～大井ふ頭中央公園  

～平和島公園～平和の森公園～大森北公園 

○みどころ 頃は４月。花見時。港区・品川区・大田区の運河沿いの道をたどる。幻の御衣黄桜を見ることが 

できるか？ 

 

☆４月例会 小貝川に桜を見に  16ｋｍ  （コ－スリ－ダ－ 早川 進） 

日 時／４月７日（日）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／永山公園（関東鉄道常総線 稲戸井駅 徒歩３分） 

解 散／取手市役所藤代庁舎（ＪＲ常磐線 藤代駅へ徒歩１０） 

コ－ス／永山公園～高原寺（WC）～高井城址～さくら荘（WC）～専称寺～間宮林蔵記念館（WC）～藤代総合

公園（昼食・WC）～取手市役所藤代庁舎 

○みどころ さくら荘周辺の桜が見ごろであればいいのですが・・・・・ 
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 会報  2月号 
平成 25年(2013) 2月 通算 226号 

発行／北総歩こう会・〒277-0841   

柏市あけぼの 2-9-20 B902                   

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 

北総歩こう会の信条  明るく･楽しく・和やかに  略号･･･明楽和 

 



 ☆特別行事 第 10回大正浪漫ウオ－ク in手賀沼  30/20/10/7Ｋｍ 自由歩行／団体歩行 

 日 時／４月２９日（祝日）  受付 30/20/10Ｋｍ  8時 00分～／ 7Ｋｍ 9時 00分～ 

参加費／事前申込 400円（4月 19日迄） 当日参加 700円（我孫子・柏市民は 500円） 

 集 合／手賀沼公園（ＪＲ常磐線 我孫子駅南口 徒歩 10分） 

 ゴール／手賀沼公園 最終ゴ－ルは１６時まで 

 コース／手賀沼公園をスタ－トし、手賀沼を半周、一周（手賀の丘経由）、湖北台、古利根、谷津田を歩き 

  大正浪漫の各施設を自由に見学することができます。 

 ○みどころ 第１０回記念大会として 30Ｋm コースを新設しました。手賀沼を巡る白樺派文学の散歩道を    

お楽しみください。 

 ※詳細は「第１０回大正浪漫ウオ－ク in手賀沼」のチラシをご覧ください。 

  

         

              
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  

                                                     

  ☆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 

                                                  

  ☆4月 20日(土)あけぼの山のチュ－リップ 約 8Ｋｍ （担当 中山祐子） 

   集合：ＪＲ常磐線・東武線 柏駅東口 そごう柏店噴水前 

   解散：あけぼの山農業公園（バスの便有り：柏駅・我孫子駅へ） 

 

    北総歩こう会の情報 

    

☆☆ 定期総会のお知らせ ☆☆  会員の皆様の出席をお願いいたします 

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 

       ・規約改正（案）など 

  ※なお、総会終了後、総会ウオ－クを行います。 

 

●ウオ－キングステ－ションのお知らせ 

平成２５年１月１日より、そごう柏店にウオ－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   現在、この 3 コ－スがオ－プンしております。 

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。 

 

●新入会員のご紹介 

千葉市の平山  健治さん   成田市の川井  繁さん   柏市の遠藤  次男さん   柏市の小橋  正明さん          

市川市の森田 悦治さん   松戸市の佐々木 篤夫さん  柏市の根本 昭さん   柏市の渡邉 俊夫さん 

  流山市の長谷川 千代さん  柏市の薮中由利子さん 

  ☆ 先輩会員の皆さん よろしく！♪ 

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 

寒風の利根川土手を進む 1/5龍眼寺布袋尊参拝 



●地球一周 4万キロ 距離認定者  ウオ－キングライフ 2012年 11月 28日 認定 

  37000ｋｍ 藤井順一さん  36000ｋｍ 九嶋仁さん  35000ｋｍ 合田昌子さん  23000ｋｍ  鈴木好次さん 

  20000km 菊池靖さん 

●原稿大募集 「北総歩こう会創立２０周年を迎えて」 

 北総歩こうは 1993（Ｈ5）年 4月 11日に柏市豊四季台近隣センタ－で産声を上げました。ハイハイから 

 よちよち歩き、そして会員皆様の温かい見守りとご協力により成人式を迎えられるまでに成長しました。 

 ここに創立 20周年記念事業の一環として、会報「ほゆう」に会員皆様の声を掲載したく存じます。 

  つきましては貴方様が入会したきっかけや動機、入会以来の心に残る例会、歩けで出来た友人の事など 

 なんでも結構ですので書いて下さい。ハガキに入る範囲から便箋 1～２枚（800字以内）まで長さもご自由

にどうぞ。 

  頂いた原稿は随時会報「ほゆう」に掲載させていただきますので、匿名を希望される方はその旨を原稿

の端末に明記しておいて下さい。 

― 記 ― 

 募集期間：平成 25 年 3 月 1 日～9 月 30 日     〒２７７－０８６１ 

 掲載期間：平成 25 年 12 月号で終了        柏市高田１２４３－４ 

 原稿送付先は右記にお願いいたします       TEL&FAX ０４－７１４５－５８３９ 

                         「ほゆう」編集担当  竹渕 房夫 

  

●第 10 回大正浪漫ウオーク in 手賀沼の受付は２月より開始です。 

 会員の皆様も参加費は同じです。お友達を御誘いの上、北総の行事の時に参加申込書に現金を添えて 

 早めにお申し込みください。 

                                                  

平成 25 年 1 月 6 日 月例会 

『松 戸 史 跡 七 福 神 』 を 担 当 し て    

                                            コ－スリ－ダ－ 森 禎之 

 松戸市には２つの七福神めぐりがあり、その一つは前回２年に分け

て行いましたので、まだ記憶に残っている方もあるかと思います。そし

てもう一つが今回の史跡七福神で、6 ヶ寺の七福神となるコ－スとなり

ましたが、タイトルに史跡とあるのでどこか史跡を入れないとまずいの

で 2 ヶ所の貝塚を入れましたがあいにく貝の花貝塚は霜解けで足元

が危ないために、またあと一つは歩きながらの場所だけの案内となり

ました。 

 見所で書いたようにコ－ス上で冬桜が見られるように、また富士山も

遠望できるようにとりましたので多少無理があったかなと思いながら担

当者３人で８・９月に下見をしました。2 回とも雷雨に遭いひどい目に遭いましたが、３回目には快晴となり気分も

さわやかに出来て道路横断の注意箇所も確認してコ－スはほぼ完成しましたが今度は解散場所の慶林寺では

場所が狭いので鹿嶋神社まで延ばすことにしました。しかし道路が狭いのが気になりました。年末になり裏道を

見つけたとのことでその道を行きましたら、近道で車の心配もなくなりましたのでコ－スは完成しました。冬桜は道

沿いにありよく見えたのではないかと思います。冬富士については昨年９月に開通した新しい道を歩きたかった

のですがそうすると富士山が見えなくなり、見るためには少し遠回りをしなければならないので新道については割

愛しました。完歩証の写真はどこのお寺にしようかと迷ったのですが七福神なので七神全部が一同に納まったも

のが良いのではないかと思い前回と同様に並んだ七福神になりました。（完歩証の写真は石造七福神ですが写

真の説明は“金国寺”とありますがこれは“金谷寺”の誤りです。校正ミスでご迷惑をおかけいたしました）天気予

報では当日は最初は曇りでしたが近くになり曇りのち雨か雪が降るよう

な予報になり、がっかりしたのですが最終的には曇マークだけになりホ

ットしました。当日は雲一つない快晴となり今度は多数の参加者があ

るのではないかと用意した地図の不足を心配したのですが無事に全

員に手渡されたので安心しました。また、一部のお寺でご朱印をもらう

のに時間がかかりましたが心配した解散時間は予定より早く終了した

のは皆様のご協力で思ったよりスム－ズに行けたことを感謝します。  

（コース担当： 掛川・竹渕） 

 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 

ひまわり公園 出発式 

祖光院（恵比寿・大黒天）参拝 
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 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

祖光院（恵比寿・大黒天）参拝 

ひまわり公園 出発式 



 

 

平成 24 年 12 月 2 日 柏市ウオーキングネットワーク交流会 

『大堀川の源流を求めて歩こう』を担当して        
                                                    コースリーダー 和田武年 

 H24.1.26 柏市民活動センター会議室で、柏市ウオーキングネットワ

ーク代表者会議が開催されて参加した。席上「毎年の恒例で春の交

流会は県外となっており、24 年度春の交流会は横浜方面のコースを

柏市歩こう会が担当」と決まっていることを知った。ところが秋の交流会

は柏市内かその周辺が恒例だが、担当が決まっていないと言う事で

北総歩こう会が担当する事になった。そして H24.5.1 に同所で行われ

た代表者会議で日程が 12/2（日）実施と決まった。この事を北総歩こう

会の役員会にはかり「この行事は会の通常の例会と同じ扱いとする」と

決めて頂き、私がリーダーで担当者も 4 名立候補して貰い、経費も通

常の例会並に使えることになった。 

 6/28 に第 1 回の下見を一人でやってからは、自分のマイコースみたいな近場なので散歩がてら歩き回った。

10/8 に地図を完成して 10/29（月）担当 4 名に参加して貰い、「諏訪神社」・「柏消防西原分署」・「法栄寺」の 3

箇所に完成した地図を渡して説明をしながら集合場所やトイレの借用をお願いして快く了解を頂いた。ところが

翌日 30 日に柏消防署から「町会の防災訓練のためにトイレは駄目」と断ってきた。出発してから 1 時間 20 分の

消防署を予定していたので、寒い季節にトイレは限界だと判断した。付近の大型スーパーであるサンキやマミー

マートのトイレも調べたが、店の規模が大きいのにトイレは狭かった。そこで成顕寺をカットする事と、消防署手前

で役員一人に、どうしても我慢出来ない人を集めてショートカットして貰う事にした。また法栄寺向かいにある駒

木台福祉会館のトイレも確保して多数の方々でも待たせないようにした。 

 行事 PR の方は地図が出来てから流山市役所・おおたかの森駅

支所・初石公民館・北部公民館・高田公民館・柏市民活動センター

に各々数十枚づつ置かせて貰い、「かしわで」にも店長に話して地

図を張り出して貰った。10/26 に流山市コミニティー課へ行って市

の広報に掲載して貰えるように頼んだところ「今日の申請だと 12/1

版の掲載になります」とギリギリセーフだった。後日、各所に置いた

地図の残数を確認して回ったが、無くなっていて追加して置いてき

たり、電話での問い合わせも有ったのであとは「当日のお天気次

第」の感触を得た。12/1（土）最終下見の積りで諏訪神社の社務所

に挨拶すると「集合場所に駐車場は駄目だが山門の右脇にある広

場なら良い」と言われた。確認してみると、木立の中で少し暗いが面積は広かったので安心してお願いした。 

さて当日は猛烈に冷え込んだが天候は快晴でほっとした。7：30 に家を出て諏訪神社の境内に入って竹箒で清

掃していた神職さんに挨拶してから駅に行った。既に秋山会長その他到着しており間もなく役員全員が揃ったの

で、道案内役 3人を配置しながら日当たりの良い諏訪神社鳥居下に受付場所を開設した。 

 出発式は私が司会をして秋山会長挨拶後、特別参加「柏に七福神を作る会」関係の柏香取神社総代宮田氏

挨拶、本日参加している各歩こう会の会長紹介、そしてコース説明後体操を済ませて 9:30 諏訪神社を出発した。

新駒木橋から大堀川に出て成顕寺をカットして、そのまま遊水池脇を進んだ。本隊は旧陸軍部隊営門跡へ回り、

途中から法栄寺のトイレへショートカットした人は 6 名だった。本隊は法栄寺で合流してホタル池から柏の葉西調

整池で湧水の流れ出すのを確認して柏の葉レストハウスには 11:35 に着いて昼食になった。出発は予定より 30

分早い 12：15で解散式の初石 35号公園にも予定より早い 13：15に着いた。解散式後に初石駅まで道案内した

が着いて来た人が少なかったのは、電車に乗らなくて済むような地元の参加者が多かったのかも知れない。62

名（参加役員含む）と思ったより参加者が少なかったのと、成顕寺をカットしたのが心残りであった。今日の参加

者は初心者とは思えない達者そろいで、設定したコースタイムから成顕寺をカットした時間を差し引いた時間に

ピタリとゴール出来た。コース担当以外の役員諸兄にも協力頂き有難う。（コース担当:中山・早川・軍地・遠藤） 

 

【編集後記】先日、関東地方は予想外の大雪になり平日ウオ－クが中止された。ウオーキングの道には残雪が有

るので転倒事故に注意して歩きを楽しみたいですね。寒さ厳しき折、巷ではインフルエンザ、ノロウイルスが流行

っています。お互い健康管理に留意して過ごしましょう。 －＜歩楽人＞－ 

(1/4） 

八木北小入口付近の歩道橋を越える 

柏の葉公園西調整池の湧水を確認する 

八木北小入口付近の歩道橋を越える 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 

 

5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 


