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☆４月特別行事 第 11回大正浪漫ウオ－ク in手賀沼  30/20/10ｋｍ 

    【美しい日本の歩きたくなるみち 500選 千葉 12-1】          

    ≪千葉県 54ウオーク 我孫子市 柏市 印西市 白井市 ≫ 

日 時／4月 29日（祝） 30/20ｋｍ：８時～受付 自由歩行  10ｋｍ：９時～受付 団体歩行 

集合・解散／手賀沼公園（ＪＲ常磐線 我孫子駅南口 徒歩 10分） 

スタ－ト時間／30/20ｋｍ 出発式 8：40～ スタ－ト 9：00～    10ｋｍ 出発式 9：40～ スタ－ト 10：00～ 

ゴール時間／12時 00分～16時 00分 （最終ゴール時間） 注１0ｋｍは途中で昼食時間有（弁当用意の事） 

参加費／事前 400円（4/19迄）・当日 700円（我孫子市・柏市・流山市・野田市・松戸市の各市民 500円） 

      ※当日参加の場合、記念品等が先着順で無くなる場合が有りますので事前申込をお願い致します。 

コ－ス／30ｋｍ 20ｋｍコースの曙橋から手賀川、下手賀沼を歩いて手賀の丘公園で 20ｋｍに合流をします。 

       20ｋｍ 手賀沼公園をスタ－ト、時計廻りに手賀沼遊歩道を歩いて、曙橋から手賀の丘公園を歩き 

手賀沼自然ふれあい緑道に戻り、柏ふるさと公園を経由して手賀沼公園に帰ってきます。 

       10ｋｍ 手賀沼公園をスタ－ト、500選のみちを歩いて大正浪漫を感じて頂きます。 

○みどころ 大正から昭和初期に「北の鎌倉」と称され、白樺派の文士が居を構え、別荘を持ったことで知られ

る我孫子・手賀沼界隈。風光明媚な人と水鳥の楽園を巡る手賀沼周遊遊歩道と我孫子の文学・歴史を訪ねる道

を歩きます。 

◆詳細、申し込み方法は「第 11回大正浪漫ウオ―ク in手賀沼」のチラシをご覧ください。 
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☆5月平日ウオ―ク 総州六阿弥陀堂巡拝 No,1  15ｋｍ （コ－スリ－ダ― 石井信次） 

  ≪千葉県 54 ウオ―ク 我孫子市・印西市 ≫ 

日 時／5月 14日(水)9時 00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／布佐駅西口（ＪＲ成田線 布佐駅） 

解 散／１４時 30分頃  ＪＲ成田線 木下駅南口 

コ－ス／布佐駅～延命寺～発作（回向所・最勝院）～松山下公園（昼食・ＷＣ）～泉倉寺～長楽寺～三宝院～ 

木下駅 

○みどころ 文政年間（1818～）に星野一楽が発願して標石を建てた。それが「総州六阿弥陀詣」で茨城県利

根町の布川徳満寺を１番とし、それを中心に 11 ヵ寺に六阿弥陀の標石を建てた。今回は印西市をその１とし、利

根町を来年詣でたく、その２としました。 

 

☆5月例会 春木川源流から国分川・真間川へ 12/19ｋｍ （コ－スリ－ダ― 遠藤啓一）  

  ≪千葉県 54ウオ―ク 松戸市 市川市≫ 

日 時／5月 18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／やまぶき公園（新京成線 五香駅 徒歩 3分） 

解 散／12ｋｍ 13時 00分頃 歴史博物館（北総線 北国分駅 徒歩 7分）※案内人あり 

19ｋｍ 15時 30分頃 市川関所跡（京成線 国府台駅 徒歩 1分）※工事により変更の可能性有 

コ－ス／やまぶき公園（ＷＣ）～源泉と思われる釣堀～八柱霊園東門（ＷＣ）～和名ヶ谷水門～和名ヶ谷センタ

－（ＷＣ）～歴史博物館（昼食・ＷＣ）・ショ－トコ－スは昼食後解散～曽谷公民館（ＷＣ）～菅野公民館

（ＷＣ）～手児奈霊堂（ＷＣ）～市川関所跡（江戸川土手） 
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０４-７１４５－１６２０                 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ください 

   ◆荒天、災害、積雪、交通機関の事故等、行事の中止が予想される時には別途ご案内の通り、必

ず確認をしてから参加をしてください。（１月号：２３７号に掲載が有ります） 
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北総歩こう会の信条  明るく･楽しく・和やかに  略号･･･明楽和 



○みどころ かって日本一汚いと言われた春木川。その春木川の源流と思われる松戸市五香西 4丁目からスタ

－ト、途中から国分川に名称が変わります。度重なる洪水被害で改良された川筋をのんびりと歩きます。途中堀

之内貝塚・歴史博物館前広場で昼食。食事後ショートコースは北国分駅まで御案内、レギュラ－コ－スは川筋に

戻り真間川から江戸川まで歩きます。 

 

☆６月平日ウオ－ク 上野から東御苑・北の丸公園へ・皇居一周 12ｋｍ（コ－スリ－ダ－ 遠藤啓一） 

日 時／６月４日（水）9 時 30 分 団体歩行+自由歩行 参加費／北総歩 100 円・ＣＷＡ加盟団体 200 円・

その他 300円 

集 合／東京文化会館前（ＪＲ上野駅公園口 徒歩 1分） 

解 散／１４時 30分頃 竹橋駅前公園（東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩 0分） 

コ－ス／上野駅～不忍池～湯島天神（WC）～妻恋神社～神田明神～湯島聖堂～ニコライ堂～太田姫神社～

平川門（WC）～東御苑～北の丸公園（昼食・WC）～皇居一周 5ｋｍ（自由歩行）～竹橋駅前公園 

○みどころ 今回は団体歩行 7ｋｍ、自由歩行 5ｋｍの合計 12ｋｍ歩きます。メ－ンは東御苑と北の丸公園の新

緑を楽しみます。上野駅から皇居までの間は有名な神社・仏閣を見学します。北の丸公園の昼食後はゆっくりと

自由歩行で皇居を一周していただき、竹橋駅前の公園でゴ－ル受付後解散です。（14時 30分まで） 

 

☆６月例会 流山の紫陽花めぐり 14ｋｍ （コ－スリ－ダ－ 島 明良） 

 ≪千葉県 54 ウオ－ク 柏市 流山市≫ 

日 時／６月 22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／南柏児童遊園（ＪＲ常磐線 南柏駅西口 徒歩２分）※案内有り 

解 散／１４時 30分頃 南流山３号公園（ＪＲ武蔵野線・ＴＸ線 南流山駅 徒歩 3分） 

コ－ス／南柏児童遊園～東部公民館（ＷＣ）～あじさい通り～流山市東消防署（ＷＣ）～流山市総合運動公園

（昼食・ＷＣ）～南流山３号公園 

○みどころ 流山市の隠れた名所、通称「あじさい通り」をめぐります。普通の住宅街の道の脇にある斜面が紫

陽花（アジサイ）で埋め尽くされています。斜面を彩る色とりどりのアジサイは壮観です。 

  

     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にお勧めです。 

                

       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。 

       会費／会員無料（月例会等参加票提出）・会員以外 300円（傷害福祉制度の加入対象にする）  

       ※中学生以下無料、小学生以下保護者同伴でお願いします。    

   

 ☆5月 17日（土）新緑の柏の葉公園・こんぶくろ池を巡る 約 8ｋｍ（担当 吉田公康） 

集合：ＴＸ線・東武野田線 流山おおたかの森駅 9時 00分 

  解散：ＴＸ線 柏の葉キャンパス駅 12時 00分頃 

 

 ☆6月 21日（土） 三郷公園に遊ぶ 約 8ｋｍ （担当 菊池 靖） 

  集合：ＪＲ常磐線 松戸駅西口 9時 00分 

  解散：ＪＲ常磐線 金町駅   12時 00分頃 

 

北総歩こう会の情報 

      

●平日ウオーク完歩者表彰 

 3月 5日（水）平日ウオ－クで表彰されました。おめでとうございます。 

60回 北総歩 橋本忠男さん    30回 北総歩 松本昂二さん   30回 北総歩 松尾弘人さん 

20回 北総歩 大黒 嵩氏さん   10回 ちば歩 上條夏生さん 

 ※北総歩こう会では平日ウオ－クパスポ－ト（ポイントカ－ド）を発行し、北総歩平日ウオ－クに参加の都度、スタンプを 

１個押印します。累計１０個ごとに表彰し、記念品を差し上げます。  

 

 

 

(4/2） 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 

旧名称：ふぁみりーウオーク 



●Ｈ26 年 2月～Ｈ26年 3月に入会された方のご紹介   ★先輩の皆さん よろしくお願いします。 

船橋市 遠山登士さん 野田市  市江光江さん 野田市  岩崎国男さん 

 

●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 2014年 1月 31日認定）   

  27000ｋｍ 鈴木好次さん   24000ｋｍ 市川 操さん  22000ｋｍ 林 義治さん 

 

●ＩＶＶ 距離記録認定者 （ウオ-キングライフ 2014年 1月 31日認定） 

 25000ｋｍ  中山 弘さん  17000ｋｍ  松尾弘人さん 

 

●平成２７年行事（案）募集 
 北総歩こう会では「平成２７年行事（案）を募集」しています。名所・旧跡・景色が良い、話題になっているなど是

非歩いてみたいところ、過去に歩いて良かったのでもう一度歩いてみたいコ－ス、友人知人に聞いた歩いて

みたいコ－スなど皆さんで歩いてみたいコ－ス案を適当な用紙に書いて、4/5（土）北総いきいきウオ－ク、4/6

（日）例会、4/11（金）特別行事、4/29（祝）第１１回大正浪漫ウオ－ク in 手賀沼のいずれかの行事の日に中村

運営委員長（又は近くの役員）に提出をお願い致します。 

 

 平成 26 年 2 月 23 日 例会「総会ウオ－ク」 

『流山の 2福神を歩こう』を担当して 
                         コ－スリ－ダ―  中村義久 

今回の総会ウオークのスタート場所は、総会を開催した流山市北部公民館です。 

ここは私が通っている生涯大学校に隣接しているので、最初の下見は昨年 9月 24日に授業が終わった後、サブ

担当の和田さんと二人で残暑の中汗をかきながら歩いてみました。コースのほとんどは里山が中心で良いので

すが、スタートから次のトイレが約５キロ先のクリーンセンターまでありません。夏場なら発汗しますが冬の寒いとき

は高齢の方も多いので心配でした。2回目の下見は今年 1月 11日ふぁみりーウオークの後に中山会長も誘い 3

人で行きました。（結果的には後一人のサブ担当が後日体調不良になり、中山会長にサブ担当代行をお願いで

きたのでラッキーでした。）その日は福性寺から愛宕ふれあいの森に行く途中の用水路脇に、なんと色鮮やかな

カワセミがおり、しばし 3人で見とれてしまいました。これまたラッキーであり感動でした。この日は土曜日であった

ためコース途中の新河耕地スポーツフィールドが開いており（前回は平日で利用者無く閉鎖していた。）トイレ使

用が可能でした。ここなら出発点から 3 キロ程度なので利用できる！と思い、流山市民の和田さんに市の担当課

に総会当日は開いているか確認を依頼しました。（当日は利用

者がおり結果オーライ）３回目の下見は 2 月 18 日に、先般の大

雪の影響が無いか心配なので生涯大学の午後の授業を省略

（サボり）して一人で行きました。ふれあいの森から愛宕神社に抜

ける道は先般の大雪と強い風で折れ枝の下をもぐるような状態

でした。（当日は片付いておりホッとしました。）天神社へ行く途

中の道も雪がまだ残っていました。この頃は天気の良い日が続

いていたので、総会までには融けるだろうと期待して帰りました。 

当日の天気はまずまずでしたが、会員の皆様には総会が早く

終了したため集合時間の午後 1 時まで大分お待たせしてしまい

申し訳ありませんでした。出発式では本日は皇太子殿下のご生

誕の日なので将来は祝日になる、私の娘が出産のため入院した（公私混同反省）等の今日の話題を発表して出

発しました。参加者数も丁度 100名と団体歩行としては纏まりやすく平方観音、1福神目の福性寺の毘沙門天像、

香取神社、愛宕神社などをお参りし、最初のトイレはスポーツフィールドが使えたのでクリーンセンターはカットし

2福神目の西栄寺の福禄寿や琵琶山観音堂をお参りし、流山コミュニティプラザで 2回目のトイレ休憩、ここの売

店では多くの人が買い物パワーを発揮し、店の人も事前に連絡をして欲しかったと嬉しい悲鳴を上げていました。

それでも予定時間より少し早く午後４時前には無事ゴールすることが出来ました。皆様をお送りし役員反省会の

後は、有志10名ほどで初石駅前の越後屋で〝ほろ酔いセット〟を注文し、無事総会及びウオーク終了の祝杯を

あげることが出来ました。 

今回は私ごとですが１月中旬に入院手術等ありサブ担当の和田さんには大変ご負担をかけてしまい感謝の限

りです。（コース担当 和田 武年・中山 弘） 
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 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 

西栄寺を参拝して出発 



 平成 26年 3月 5日 平日ウオ－ク 

『「軍都柏」の戦争遺跡を探る』を担当して 
コ－スリーダー 石原洋二 

○○は今日も雨だった。歌の文句じゃあるまいし、行事のリーダーを務めるたびに雨になる。皆様に迷惑な話、

もうリーダーになるのはやめることとした。ゴメンナサイ。 

柏の戦争遺跡を歩いてみようとの考えは、数年前にさかのぼる。インターネットや新聞の切り抜きなど資料を集

め、虎視眈々と狙っていた。会の行事計画として取り上げてもらうべく提案したのが三年前。取り上げが決定した

のが、一年半前の２４年７月。ああそれなのにそれなのに、誰がこの日が雨になるなんて予想しただろうか。愚痴

も言いたくなるではありませんか。この気持ち、わかってもらえるかな？ 

雨の中の参加者は、赤穂浪士ではないが、４７名の方が参加し

てくださった。感謝したい。如何だったろうか。柏の葉公園が飛行

場であったことは皆さんご存知だったとは考えるが、ロケット戦闘

機「秋水」の燃料貯蔵庫跡・通気筒、掩体壕跡、などは初めてだ

ったのではなかろうか。（掩体壕は、「手賀の湖と台地の歴史を守

る会」が発掘、整備、案内板を付けた。） 柏が、のどかな田舎町

から本格的に軍都に模様替えを始めたのは、日中戦争が本格化

した１９３７年末からである。松戸・藤ヶ谷（現鎌ヶ谷市）とともに飛

行場が建設され、飛行隊が開隊し、憲兵隊の分遺所が開かれ、

高射砲連隊が新設された。工事人夫が募集され、軍需工場が建

設され、戦争一色の町に変わっていった。敗戦時、柏の人口３万

人強の中で、軍関係者と軍需工場関係者が、半分を占めていた。その中心となっていたのが、柏の葉公園とそ

の周辺で、隣接する航空自衛隊の通信所や工業団地になっている場所が、かつて航空隊が置かれた場所であ

る。原則として歩こう会は、あまり思想信条を明確にしないことをモットーとしているが、最近の世情はなんとなくき

な臭い感じがしてならない。毎年８月、平和のための戦争展「とうかつ」が柏市中央公民館で開催されている。是

非ご覧ください。資料の作成に当たっては、「手賀の湖と台地の歴史を守る会」や柏市の「Peace＠piece」の上田

様からご協力をいただいた。ありがとうございました。 (コース担当 竹渕房夫・島 明良) 

 

平成 26 年 3 月 23 日 例会 

『 柏 南 部 を 歩 く 』 を 担 当 し て   

                            コ－スリ－ダ― 竹渕房夫 

 このコ-スを担当することになったのは平成 24年の

年末、翌年度のコ-ス担当を決める時に手を挙げる

人が無く引き受けることになりました。コ-ス詳細の検

討を始めたのは昨年の 10月、頂いた提案資料から

集合場所、立ち寄る公園、神社、お寺、施設などを

地図上で確認して、1回目の下見を一人で 11月 3

日に行いました。柏南部（旧沼南町）にはウオ-キン

グに最適な田園風景、お寺、森林、公園等が多く有

り、皆さんに喜ばれそうなコ-ス設定ができそうだと思いました。トイレ休憩をするところに挨拶に寄って確認（場所

によっては使用許可申請）をしてからコ-ス地図を作成し、コ-ス担当役員と 12月に本格的に下見をし、若干の修

正をして今回のコ-スを確定しました。午前中は柏南部の里山の自然の中をゆっくりと楽しんで歩いて頂き、昼食

後は比較的新しい住宅街の整備された道を歩くコ-スです。後は天候が良いことを祈って当日を迎えました。 

 数日前からの予報通りの快晴で冷たい風も無く、最高のウオ-キング日和となり予想を超える 196名のご参加を

頂きました。コ-ス途中には春を感じる花々が咲いていたり、河津桜や梅、菜の花も満開になっていたので楽しめ

たのではないかと思いました。ご参加の皆様、役員の皆様のお陰で事故も無く、予定の時刻に無事にゴ-ル出来

てほっとしました。ご協力有難うございました。（コ-ス担当 神﨑 武・九嶋 仁） 

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

【編集後記】寒かった初春もやっと暖かくなり、桜の開花宣言も南の方から始まりました。3月末から 4月初めに桜

を観賞しながらのウオ-ク行事が各地で多く予定されています。北総歩こう会では第 11 回大正浪漫ウオ-ク in 手

賀沼のＰＲ、事前受付、準備に役員一同邁進しています。皆様のご参加をお待ちしています。 ＜歩楽人＞  

 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 

（4/4） 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 

 

柏南部の田園地帯を進む 

大堀川側道で解散式 


