
 

 

 

                                      

                                                                                                   

                                         

 

  

 

☆8月例会 ミニナイト松戸の花火  11ｋｍ （コ－スリ－ダ－ 軍地恒四郎） 

  ≪ 千葉県 54ウオ－ク 松戸市 ≫ 

日 時／8月 2日（土） 16時 00分 団体歩行 参加費／ＣＷＡ加盟団体無料・その他 300円 

集 合／西口公園（ＪＲ常磐線 松戸駅 徒歩 3分） 

解 散／19時 15分頃 柴又公園（京成金町線 柴又駅 徒歩 7分） 

コ－ス／西口公園～江戸川堤防～水元公園入口（ＷＣ）～水元公園内トイレ休憩（ＷＣ）～しばられ地蔵（南蔵

院）～柴又公園（ゴール）※江戸川堤防上です。 

〇みどころ 花火の開始時間は 19時 15分。８月第 1土曜日は全国で花火大会の最も多い日。江戸川堤防か

ら川風に吹かれながら、上空の大輪の花火をお楽しみください。お帰りは京成金町線柴又駅の他、ＪＲ常磐線金

町駅へは徒歩約 12分、北総線新柴又駅まで約 11分ほどです。 

 

☆８月の平日ウオ－クはお休みです。 

 

☆９月平日ウオ－ク 成田空港発着陸見学 15ｋｍ （コ－スリ－ダ－ 竹渕房夫） 

  ≪ 千葉県 54ウオ－ク 成田市・富里市 ≫ 

日  時／9月 3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／栗山近隣公園（ＪＲ・京成線 成田駅 徒歩 7～8分） 

解 散／14時 30分頃 栗山近隣公園（ＪＲ・京成線 成田駅 徒歩 7～8分） 

コ－ス／栗山近隣公園（ＷＣ）～潮音寺（ＷＣ）～ほたる橋～さくらの山公園（昼食・ＷＣ）～栗山近隣公園 

○みどころ 成田市郊外の田園地帯を歩いて、ぼけ封じ関東三十三観音霊場一番の札所「潮音寺」を参拝し、 

さくらの山公園に行って、成田空港に発着陸する飛行機をすぐ近くで見学します。国際線のいろいろな国の飛

行機が目の前を通過しますので迫力がありますのでお楽しみください。 

 

☆９月例会 白いカモメの水兵さん（下総航空基地見学） 12/6ｋｍ （コ－スリ－ダ－ 筒井寿一） 

 ≪千葉県 54 ウオ－ク 鎌ヶ谷市・柏市・松戸市≫ ※ショ－トコースは六実駅集合です。 

日 時／9月 27日（土）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／新鎌ふれあい公園（東武野田線 新鎌ヶ谷駅 徒歩２分）※案内有り 

解 散／12時 00分頃 下総基地内昼食場所（以後、見学後自由解散⇒高柳駅まで各自自由歩行） 

コ－ス／新鎌ふれあい公園（ＷＣ）～市制公園（ＷＣ）～粟野近隣センタ－～北部公民館（ＷＣ・北総いきいきウ

オ－クと合流）～佐津間城址跡～高柳御嶽神社～滑走路端～下総基地

入口～会場昼食場所（解散・昼食）～下総基地見学～下総基地入口～高

柳駅まで各自自由歩行 

○みどころ 下総基地の航空基地開設５５周年記念行事を見学します。

途中で北総いきいきウオ－クと合流し、一緒に下総基地に向かいます。航

空機見学・展示や色々なイベントが盛沢山・模擬店も多数出て一日楽しめ

ます。高柳駅まで自由歩行で 2.8ｋｍです。心配の方は時間を決めて役員

が駅まで案内をします。（ショ－トコ－スの方は北総いきいきＷと同一行動） 
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下総航空基地にて 

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にお勧めです。 

                

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

       会費／会員無料（月例会等参加票（会員参加票）提出）・会員以外 300円（傷害福祉制度加入） 

       ※中学生以下無料、小学生以下保護者同伴でお願いします。  

           

☆８月の北総いきいきウオ－クはお休みです。 

 

☆９月２７日（土）白いカモメの水兵さん 約 6ｋｍ （担当 吉田公康） 

          （下総航空基地見学） 

 集合：東武野田線 六実駅 10時 00分  ※参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 

  解散：下総基地内 12時 00分頃 （解散後、昼食、見学等お楽しみください） 

      ○各種航空機見学、イベント、模擬店など有ります。 

      ○当日、新鎌ヶ谷駅行きの無料シャトルバスを運行しています。 

 

北総歩こう会の情報 

      

●平日ウオーク完歩者表彰 

 6月 4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。 

30回 北総歩 丸笠富子さん   20回 北総歩 小濱度子さん     10回 北総歩 白岩ヱクさん    

10回 船橋歩 石井 光さん    10回 船橋歩 久保田義貞さん   10回 ちば歩 本 幸一さん 

 

●利根町歩く会の行事に参加してみませんか 

北総歩こう会の皆様ご存じですか？ 

昭和５９年（1984）３月２５日に発足した利根町歩く会（茨城県）は、平成５年（1993）４月１１日に北総歩こう会創立

時の兄貴分としてお世話になりました。それ以来、この二つの会は会員相互親睦のために、例会参加費は相互

無料です。利根町町内ウオーク・ＪＲ成田線沿線・都内の行事等参加し易い行事が沢山有ります。詳しい行事の

お問い合わせは☎0297-68-5051 田仲正一 ◆平成２６年７月以降の行事予定は 4ペ-ジをご覧ください。     

 

★「地球一周 4万キロを達成して」    北総歩会員  九嶋  仁 

 太めの体重を気にしながら、一人で日々ただただ健康志向を胸に秘め散歩程度のウオーキングをしていまし

た。秋田に転勤後に秋田魁新聞に掲載されていた、光り輝く秋田県Ｗ協会の行事を知ることになりました。即、

参加申し込みをしました。和気あいあいと、規律正しく整然とウオーキングしているところを見て、「ひとりより二人」

「五感で楽しむ風景」等知ることになりました。また「地球一周 4万キロ」を目指している方が沢山いることを知りま

した。そこでのべつむやみやたらに歩くのではなく、とてつもない距離ですが「地球一周 4万キロ」を目指す魅力

に惹かれ、目指すことにしました。 それからが大変。どうやって距離をかせぐか？となり、秋田にいたときには、

朝夕の犬の散歩時間・距離を伸ばし（犬は迷惑？）、また、通勤時に一駅手前からのウオーキングを実施、新た

に靴の購入等決意をしました。が、決意はよかったのですが当時は飲兵衛。上手くいきませんでした。東京に転

勤してもしばらくは飲兵衛でしたが妻からの叱咤激励が有り、心を入替え真剣にウオーキングに向かうことになり

ました。一日の目標を定め、通勤は相変わらずでしたが未達成時は夜のウオ－キングも多々ありました。本当に

家族には迷惑をかけっぱなしでした。でも、「地球一周 4万キロ」達成時には、私の喜びよりも妻の喜ぶ笑顔が最

高でした。小さなケーキで家族がお祝いをしてくれ、長い長い足かけ 14年余りの歴史に終止符を打つことができ

最高でした。この「地球一周４万キロ」達成を一つのチャンスととらえ、ウオーキングの楽しさ・健康面を踏まえ、歩

きの大切さを、一人ウオーカー・初心者の方々に伝えるとともに仲間づくり・コミニュケーションの場を広げていき

たいと思います。 個人的には、一からのスタ－トを大切にし、初心に帰り、挑戦をしてきます。 

★この記事はこの度「地球一周４万キロ」達成した九嶋さんに、①挑戦したきっかけ②達成までの経過、苦労したこと、楽し

かったこと③達成した感想④今後の展望・意気込み等を伺いたく記事原稿を依頼して頂いたものです。「歩楽人」 

 

 

 旧名称：ふぁみりーウオーク 

 

6/21三郷公園あじさい橋 

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 
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平成 26年 6月 4日 平日ウオ－ク 

『上野から東御苑・北の丸公園・皇居一周』を担当して 
                         コ－スリ－ダ－ 遠藤啓一   

昨年７月に受けたタイトルは「皇居一周」でした。漠然としてどのウオーキング団体も実施したことのあるコース

だと感じました。まず頭を悩ませたのは集合場所と解散場所です。今回は５月１８日の「春木川・・」と違いトイレの

心配はありませんが余りに見どころが沢山あり考えがまとまりません。最初は誰でもわかる皇居前広場ならどなた

も集まりやすいのではと考えました。しかし団体で目立ちすぎる場所なので、他はと考え日比谷公園とも思いまし

たが地下鉄の駅は私も含め迷いやすい・・・など考え断念しました。そこでお茶の水か上野が集まりやすそうだと

考え、いかに皇居一周に結び付けられるか？見どころはあるか？距離１２～１３Ｋになるかグーグルの地図と睨め

っこです。最初は「す」の字に回りお茶の水から靖国神社・北の丸公園・皇居一周して東御苑を縦断・東京駅ま

でと考えました。でも北総でやるなら常磐線の終着駅「上野」がいいと思い今回のコースになりました。できるだけ

裏道を選んで、長蛇の列になる事を想定して見どころを一文字で回れるよう選んでみました。皆さん以前に行っ

たことがある所でも違う階段から入ればまた違う感動があったので

はないでしょうか。 

上野駅から北の丸公園までは団体で、また東御苑内は北の丸

庭園の菖蒲・松の廊下など回りました。そして皇居一周は団体では

目立つので自由歩行として変わったコース設定になりました。 

今回は天候に恵まれ（梅雨入り１日前）１７７名方が参加いただき

ホッとしています。どんなに努力しても天候には勝てません。私とし

ては初めての試みの団体歩行+自由歩行の企画でしたが参加者

全員がケガもなくゴールして頂きました。あまり変化がないコースだ

ったと思いますがご参加いただきありがとうございました。 

（コース担当 清水完浩、加藤洋子） 

 

 平成 26年 6月 22日 例会ウオ－ク 

『流山の紫陽花めぐり』を担当して 

コ－スリーダー 島 明良 

あの土砂降りの雨にもかかわらず、１２０名のご参加をいただき、ありがとうございました。流山市の隠れた名所、

通称｢あじさい通り｣のアジサイは、この時期いつ見ても壮観です。また、野馬土手に植えられたアジサイ、広寿寺

境内のアジサイ、そして流山運動公園のアジサイ、どこもちょうど見頃で雨模様の中でも映えるアジサイを観賞す

ることができました。 

今回のコース設定にあたって、まず３年前（平成 23 年 6 月 19 日）にＷ先輩の作られたコース地図を参考にさ

せていただきました。（そのコース地図は、私がウオーキングを始めるきっかけとなった、しかも北総歩こう会に初

めて参加した時にいただいたコース地図で大切に保管していました） 

次に、｢流山の紫陽花めぐり｣というテーマを考えると、｢あじさい通り｣と｢流山運動公園｣の他に、あと２か所ほど

アジサイが観賞できるところをコースの中に入れたいと考えていました。たしか野馬土手でアジサイを見た記憶が

あったのでさっそく現場に行き、アジサイが植えられていることを確認し、コースに入れることにしました。また広寿

寺については、最初のコース検討の段階では、コースに入っていなかったのですが、１回目の下見の時にたまた

ま立ち寄った広寿寺境内でアジサイを発見、広寿寺をコースに追加することで、コースができあがりました。 

あとは雨天時の昼食場所の確保でした。時期が時期だけに、

雨天時対応は万全を期す必要がありました。お陰さまで、Ｗ先

輩のお力添えがあり、流山生涯学習センターの会議室をお借

りすることができていたため、当日あわてることもなく冷静に対

応することができました。 

役員になって初めてのコースリーダーということで、先導に

おいてもあまり気がまわらず、また適切な判断による指示等も

だせず、皆様にご迷惑をおかけしてしまいましたが、なんとか

無事やり終えることができました。Ｗ先輩をはじめ皆様のご協

力のお陰と感謝しております。ありがとうございました。 

（コース担当 和田武年、九嶋 仁、安国正夫） 

皇居・東御苑の庭園を歩く 

「あじさい通り」を進む参加者 

 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 
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第 5 回柏の葉公園ウオーキングフエスタに参加して 

流山市会員   和田武年 

 今日は第 5 回柏の葉ウオーキングフエスタに参加する予

定である。大型台風 27 号はまだ日本列島の遠い南方にいる

のだが、その影響で早朝から雨が降っている。ゆっくり起床

して 6:00からの TV「時事放談」を見てから歩きの支度をし

た。予約は 20㎞だったが 10㎞に落とすことに決心した。そ

のために出発式が 8:30（20km）から 9:45（10km）に遅くな

ったので自宅を 8:30に出発した。 

 柏の葉公園総合競技場は昨年と同じ場所だが、今日は雨の

ために参加人数が少なくて寂しい。Y会長の挨拶と準備体操

をして 10:00に 10㎞ Cコース・5kmDコース・そして 4㎞ E

コースは雨のサッカー場を 1回りして出発した。Cコースは

運河の柏大橋を渡って河川事務所折り返しである。浮き橋を

渡ったところでチェックポイント担当の G 氏に出会った。

11:00である。雨は小止みなく降っているので、私は予定通

り昼ご飯はゴールしてから食べる事にここで決心した。先頭

を歩く私にピッタリと着いて来る小柄な女性に、私が立小便

をしている間に追い抜かれた。運河水辺公園辺りで追いつい

て浮き橋を渡って森の図書館過ぎで、H氏が案内をしていた

ので少し立ち話をしている間に彼女は先に進んだ。そしてゴ

ールまで追付けなかったので、Cコースのゴールは私が 2位

で 12:00だった。 

この雨の中、今日の大会を主催した「柏の葉ウオーキング

クラブ」、役員皆さんのご苦労に感謝である。各要所で雨合羽を着

て一人で案内してくれていた役員さんには、現地で「ご苦労さま」

の声を掛けたが、それでは物足りないほどの感謝である。控え室

でおにぎりを食べていると Y氏が来て「今日は I氏ご夫妻も来て

くれたよ。俺の女房も案内でどこかに立っている。」と話してくれ

た。柏の葉ウオーキングクラブ総力上げての大会が、悪天候で本

当に悔しい限りであった。 

昼食を済ませて 12:30また雨の中を歩いて自宅には 13:30に着

いて、すぐに妻にお風呂の点火を頼んでから雨合羽や長靴を洗っ

て干してから家に入った。汗はかいているのだが両手は冷たい。

風呂に浸かりながら雨で濡れたザックを洗濯機で回した。風呂に

はゆっくりザックの洗濯が終わるまで浸かっていた。  （2013.10.20 記） 

◆この原稿はＨ25.10.23に寄稿頂いたものです。 

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

【編集後記】 ワ－ルドカップ、日本は一次リ－グ突破ならず残念だった。４年後の健闘を期待したい。梅雨明け

も遠からず。極暑の夏は熱中症にかからないよう早朝、夕方、または花火見物を兼ねてミニナイトウオ－キングが

お勧めです。休息と栄養をしっかりととってウオーキングライフを楽しみましょう。     ＜歩楽人＞ 

C・D・Eコースはグランド 1周して出発 

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 

 

利根町歩く会の行事案内 （詳細のお問い合わせは☎0297-68-5051 田仲正一） 

7/27（日）～7/28（月）白馬・栂池ウオ–ク／バス利用 

8/3 （日）町内元気Ｗ／水辺コ－ス 10ｋｍ 利根町公民館 7：30 集合 

8/24（日）奥多摩御岳コ－ス／バス利用 

9/7 （日）町内元気Ｗ／鎌倉街道コ－ス 7ｋｍ 利根町公民館 7：30 集合 

9/21（日）都内ウオ－ク 詳細未定 ※9/21 以降の予定は決定次第に掲載いたします。 
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