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☆８月例会 ミニナイト・手賀沼の花火 11km  (コースリ－ダ－ 軍地恒四郎) 

≪千葉県 54ウオーク 柏市≫ 

日 時／８月３日（土）16時 30分 団体歩行 参加費／CWA加盟団体無料・その他 300円 

集 合／稲荷谷公園（東武野田線増尾駅 徒歩３分） 

解 散／19時 00分頃 柏ふるさと公園（ＪＲ常磐線北柏駅までご案内） 

コ－ス／稲荷谷公園～宮根遺跡～広幡八幡宮～増尾城址公園（wc）～大津川～ヒドリ橋～北千葉導水ビジタ

－センタ－～柏ふるさと公園・・・・・・・→ＪＲ常磐線北柏駅（徒歩１５分） 

○みどころ東日本大地震などの影響で中止されていた手賀沼花火が３年ぶりに復活し、名称も「柏・我孫子  

花火大会 in手賀沼」と改められた。そこで当初の予定を変更して、今年のミニナイトは“手賀沼の花火”として８月

３日に実施することになりました。 

 

☆８月の平日ウオ―クは例年の通りお休みです。 

 

☆９月特別行事 歩きたくなる道 500選「北総の自然探勝の道」14 km  （コ－スリ－ダ－ 石井信次） 

       ≪千葉県 54ウオ－ク 印西市・白井市≫ 

主 催／NPO法人 千葉県ウオ－キング協会 主管／北総歩こう会 

日 時／９月４日（水）９時 40分 団体歩行 参加費／一律３００円 

集 合／大塚前公園（北総線 千葉ニュ－タウン中央駅 徒歩５分 

解 散／14時 30分頃  十余一公園（北総線 千葉ニュ－タウン中央駅 徒歩 10分） 

コ－ス／大塚前公園～浦幡公園～里山浦部川～阿弥陀堂形式の泉倉寺（県有形文化財彦根の木造延命地

蔵菩薩坐像）～印西八景光堂（国重要文化財宝珠院観音堂・別名「お引取観音」）～松川下公園（昼食・wc）～

印西八景大六天からの小手賀・筑波山・日光連山の眺望～日本三名井月影の井戸（鎌倉星の井・二本松日の

井）～皇大神宮社からの里山・富士山の眺望～浦部乳なしの仁王尊の観音寺～宮内の鳥居（無形民俗文化財

神楽）～木下街道（浦部の百庚申）～梯子立て阿夫利神社の大鳥居～フレンドリ－プラザ（wc）～遊歩道～十余

一公園 

○みどころ ニュ－タウンと里山の自然・歴史を散策する歩きたくなる道 500選のコ－スです。 

  なお、ＣＷＡパスポ－ト・北総平日パスポ－トも押印します。 

 

☆９月例会 古利根と将門伝説の里を訪ねる 13 km （コースリ－ダ－ 中村義久） 

       ≪千葉県 54ウオ－ク 我孫子市≫ 

日 時／９月２９日（日）９時 30分 団体歩行 参加費／CWA加盟団体無料・その他 300円 

集 合／湖北駅北口広場（ＪＲ成田線 湖北駅北口 0分） 

解 散／14時 30分頃 湖北台 1号公園（ＪＲ成田線 湖北駅 徒歩５分） 

コ－ス／湖北駅北口（wc）～天照神社～正泉寺～白泉寺・八幡神社～法岩院～古利根～芝原城跡（wc）～ 

亀田谷公園（昼食・wc）～龍泉寺～葦不合神社～日秀観音（wc）～将門の井戸～将門神社～湖北台 1号公園 

○みどころ 現代も胡瓜は輪切りにしない、桔梗の花を植えない、地蔵は成田に顔を背けている等々将門伝説

が残る里、明治４５年の利根川流路変更により残された旧利根川の河道（古利根）、葦不合神社本殿の見事な 

彫刻、それに我孫子の人以外読めますか「岡発戸・都部・中峠・日秀」・・・の地名の場所を歩きます。 

北 総 歩 こ う 会 
(7/1) 

 

/1/１） 

 会報  7月号 
平成 25年(2013)7月 通算 231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 



        

     ウオーキング初心者の方、体力に合わせ短い距離を歩きたい方、お一人でも参加出来ます 

                

        ウオーキングの基本を学び、歩く楽しさがあじわえて仲間ができます。 

        参加費：会員 100円・会員以外 200円 ※中学生以下無料、小学生以下保護者同伴でお願いします。 

                    （傷害保険料・参加資料代）  

  

☆８月のふぁみり－ウオ-クはお休みです。 

 

☆９月 21日（土）野田の中里宿を歩こう 約８Km（担当 和田武年） 

 集合：東武野田線 川間駅南口 集合時間：９時 00分  

解散：東武野田線 川間駅 12時 00分頃 

   

北総歩こう会の情報 

     

●行事参加者の皆様へ（重要連絡）  

北総歩こう会では、荒天、災害、積雪の後、交通機関の事故などにより、行事を中止した場合、皆様の確認方法を 

次のとおり定めました。（必ず確認してからお出かけください。） 

１ 北総ホームページで確認・・パソコン、スマートホン利用者 

２ 伝言ダイヤルで確認・・プッシュ回線の電話利用者 

（携帯電話・PHS・ひかり電話・IP電話からは利用できません。） 

確認方法：電話番号 0170-8500-12にかける。 ガイダンスに沿って操作する。 

連絡番号 121212  暗証番号 1212 

３ １，２が利用できない人は会長宅 04-7145-1620に電話（従来方式） 

≪いずれも行事日前日の PM６時以降ご確認ください。≫ 

 

●平日ウオ-ク１０回 完歩者表彰 

  6月 5日の平日ウオ-クの昼食会場で表彰されました。おめでとうございます。 

  50回 北総歩 平沢信三さん  30回 北総歩 津治千鶴さん  30回 いちかわ歩 山中 誼さん   

30回 CWA 三枝輝夫さん    20回 北総歩 小林六郎さん  20回 北総歩 加藤譲治さん 

10回 船橋歩 小林 護さん   10回 東葛ＷＣ 来住知也さん   

      

●目指そう！地球一周 4万キロ距離認定者（ウオーキングライフ 2013年 3月 31日認定） 

37000ｋｍ 九嶋 仁さん 

 

●ＩＶＶ 距離記録認定者  （ウオ-キングライフ 2013年 3月 31日 認定） 

8000ｋｍ 吉竹 覚さん  6000ｋｍ 遠藤次男さん  1000ｋｍ 軍地恒四郎さん 

 

●原稿大募集 「北総歩こう会創立２０周年を迎えて」  
北総歩こう会は 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。 

 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 9月 30日迄          原稿送付先 FAX 04-7145-5839  編集担当 竹渕房夫 

 掲載期間：平成 25年 12月号で終了                 〒277-0861 柏市高田 1243-4 

(7/2） 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 

 

 

 

 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 
 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

6/15大堀川遊歩道を進む 



        北総創立２０周年記念事業  

『 ２０周年記念式典・祝賀会』 を 担 当 し て   
                                      記念式典部会   遠藤啓一 

沢山の方が記念ウオークに又、その後の 20 周年記念式典・祝

賀会にご参加いただきありがとうございました。12 時からの式典祝

賀会はホテル側の好意で 30分延長して 2時 30分まで楽しむこと

が出来ました。また、残念ながらご参加できなかった方には後日

記念品と記念誌をセットとしご自宅宛にメール便で送らせていた

だきました。 

５年ごとの節目で行われる式典・祝賀会の準備は 1年以上前の

5 月の役員会から始まりました。まず日付と場所の検討でした。役

員会での色々な意見が出ましたがすぐにはまとまりません。その

時は準備委員会を設立して役員全員参加の役割分担を決めまし

た。記念式典部会・表彰部会・記念品部会・記念出版部会・ユニ

フォーム制作部会です。それぞれの部会が次回までに具体的な項目を決定し役員会で賛同を得てさらに進め

ていくことになりました。7月の役員会では 6月９日（日）実施する事、ホテルは柏三井ガーデンホテルとクレストホ

テルの両方に仮予約を入れました。記念出版部会では今までの地図とコースを集め地図を改めてパソコン用に

作り直しという膨大な作業がありました。それを校正・修正また校正の連続で出版社との打ち合わせも何回も行い

ました。記念品部会は何が皆様に一番喜んでいただけるかいろいろ見本を集めながらようやくリュックに決まりま

した。色をどうするかネームの大きさ・色・場所などいろいろ検討し決定後の問題は配送でした。段ボールで 13

箱を 2 か所に分けて配送しました。1 箇所は自宅に配送後ホテルへ搬入。もう１箇所は他の役員の家に送りまし

た。お渡しできない会員の方には郵便局からメール便で送る等の準備が式典後１８日にありました。表彰部会で

は古い会員表彰だけでなく 5年間の参加回数のベスト 30位を新しく入れたほうがいいとの意見があり、資料作り

と基準作り、パソコンによる表彰状作りなどに苦労したそうです。ユニフォーム制作部会はこの機会に役員の３シ

ーズン用ユニフォームを見直しました。見本を取り寄せたり返品したりして今のユニフォームになりました。記念式

典部会は出欠確認と会場レイアウト・席次表・看板・式次第・イベント等決めることが沢山ありました。特に式典・祝

賀会が直前の５月・６月は何回も打ち合わせして時間がかかりました。すべての部会が会員の皆様・招待者の皆

さんに楽しく喜んでいただけるよう努力したつもりです。いかがだったでしょうか？ 

今後 25 周年・30 周年と繋げていくためには会員のご協力がなければできません。今後とも北総歩こう会をよろし

くお願いいたします。 

  

 

 

 

記念品を受け取った 

『創 立 20 周年会員さんの声 』   

                                               記念品発送リ－ダ－ 和田 武年  

 

6/9（日）午前の創立 20 周年記念ウオーク及び午後からの記念式典、そのどちらにも参加されなかった会員さん

に 6/17～18の 2回に分けて記念誌とザックを梱包し、ユーパックにてお送り致しました。その後、多くの方から電

話や葉書で「思いがけないので驚いた。ありがとう」なる感謝のお言葉が届きまして担当として恐縮しております。

ここに葉書や封書で頂いた方の言葉を掲載しますが、会報「ほゆう 7 月号」発行の日が迫っており、本人の同意

を頂く時間が無い為に、全て匿名で掲載させて頂きました。お許し下さい。 

 

柏市の会員Ａさんより ： 益々ご清祥のこととお慶び申上げます。さて先日は北総歩こう会 20周年記念事業

に伴う表彰状並びに数々の記念品等をご送付下さり誠に有難うございました。お多忙中のところお手数をお掛け

し厚く御礼申し上げます。 

 当日は親族の法事が都内で執行され、間に合えば出席したいと思っていたのですが、残念でした。 

 私も高齢化に伴う障害がぼつぼつ出始めましたが、養生しつつ出来る限り参加させて頂きたいと思っておりま

すので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。  先ずは御礼まで。 

(7/3) 
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 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 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 

２０周年記念式典・祝賀会に際し、お祝を頂きました。皆様有難うございました。 

関  清吉 様   中山  弘 様   丸笠 富子 様   川越 久子 様   小原 とよ子 様   礒谷 茂代 様 

２０周年記念式典：中山会長挨拶 

 2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 



我孫子市の会員Ｂさんより ： 前略 御免下さい。 もったいない物が届きました。 常に感謝、感謝で歩か

せて貰っていますが、持病を抱えながら 17年半、良く続いたと思います。 

 歩ける限り、会員としてお世話になりたいと思います。 お手数をお掛けしました。有難うございました。 

 

船橋市の会員Ｃさんより : 18 日の午前に荷物を受け取りました。思いもかけず、ビックリしました。不真面目

な会員なのにご面倒をかけ、申し訳ありません。本当に有難うございました。今後は良い会員になるよう努めます。 

歩こう会のご発展と役員の方達のご健康を、お祈り申し上げます。 

 

柏市の会員Ｄさんより ： 北総歩会創立 20周年、おめでとうございます。本日は記念誌と記念グッズお送り下

さいましてありがとうございました。今年は家人が体調悪く、なかなか参加出来ず残念です。入会させていただき

10年になりました。大変お世話になります。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

柏市の会員Ｅさんより ： 前略 20 周年記念ウオークの日は故郷、九州の高校の同窓会で帰省し、参加する

ことが出来ず失礼しました。 

 ところで今日頂いた 20 周年の記念誌やバックにはびっくりしました。役員の皆様方のウオーキングにかける心

意気が感じられて、私も素晴らしい刺激を受けました。今後は頂いたバックを背に歩き、この美しき風土日本をあ

ちらこちらと散策し、生きる喜び、生きる楽しさを味わいたいと思っています。本当に有難うございました。 

 

我孫子市の会員Ｆさんより ： 記念品届きました。お手数をわずらわせまして申し訳ありませんでした。当日

は出席できずに失礼致しました。 

 

松戸市の会員Ｇさんより ： 日頃役員の皆様には大変お世話になり有り難うございます。目出度く 20 周年を

迎えたのも、皆様のボランテア精神によるものと心から感謝しております。 

 さて この度は欠席にもかかわらず記念品を賜り有り難うございます。ファッション性も機能性も優れたザック、こ

れからのウオーキングの伴侶として大切に使用させて頂きます。 

 「記念誌」は想い出とともに、これからのコース作りの何よりの資料となります。私事ですがこの 6 月、元気に 84

歳を迎える事が出来ました。これも日頃のウオーキングの習慣の賜物と思います。 

 生憎、水曜日は都合により参加出来ていませんが、これからも可能な限り出席させて頂きます。30周年はとても

無理ですが、25年を目標に歩き続けるつもりです。 

 「北総歩こう会」の益々の発展と皆様のご健勝をお祈り致します。  まずはお礼まで 

 

我孫子市の会員Ｈさんより ： 先日送っていただいたリュックを今日初めて使ってみました。 

１） デザインが秀逸で非常に使い勝手が良い。中身が下にずり落ちないように、うまく出来ています。 

   容量はメーカー説明では 12Lですが、実際には 15－16Lの感じで、日帰りのウオーキングには最適です。 

２） 防水加工は無いようなので、外側のポケットにレインカバーを入れておき、いつでも出して使えるようにし

ておく。 

３） 良く出来ているリュックではあるが、私の他のリュックのように、10～20 年使える耐久性はないようです。コ

ストや売値の関係で、妥協したと思われます。 

４） 何方が選んだか知りませんが、良いリュックを選びましたね。 

今後例会へ出ると、皆さん同じリュックなので、目立つ赤いリボンをつけました 

 

松戸市の会員Ⅰさんより ： 前略 創立 20 周年おめでとうございます。 この度はご多忙の中、ご丁寧に記念

品をお送り下さいまして、誠に有難とうございました。 

 参加するたびに皆様方の行き届いたご案内のお蔭で、楽しい時間を過ごさせていただいております。これから

もお世話になりますので、宜しくお願い申し上げます。 

 梅雨時の折り、ご自愛下さい。 お礼まで。  （注:並びは郵便到着順番としました） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【編集後記】 今年の北総歩こう会の２大行事である第 10 回大正浪漫ウオ－ク、北総創立２０周年記念式典・  

祝賀会が盛大且つ無事に完了しました。皆様のご協力のお陰と感謝しております。先輩諸氏によって築かれた

数々の歴史ある行事を今後とも益々充実したものにして参加される皆様に喜ばれ、愛される北総歩こう会にすべ

く今後とも役員一同一致団結して歩んでいきます。皆様よろしくお願い致します。今月号は 20 周年記念行事関

連の記事が多くなった関係で平日Ｗ ・例会のリ－ダ－報告は次号に掲載の予定です。 ＜歩楽人＞  

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 
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