
  

 

 

                                      

  

                              

  

 

 

 

 

 

☆９月特別行事 理窓会記念自然公園と 500選のみちを訪ねる 12ｋｍ （コ－スリ－ダ－ 中村義久） 

  ≪500選 千葉 12-09≫ ≪千葉県 54ウオ－ク 流山市・野田市・柏市≫ 

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 9日（水）9時 30分迄集合 団体歩行  参加費／一律２００円 

集 合／東京理科大学野田キャンパス 正門脇広場（東武野田線 運河駅 徒歩２分） 

解 散／14時 30分頃 流山おおたかの森駅前広場（ＴＸ・東武野田線 流山おおたかの森駅 徒歩 1分） 

コ－ス／集合地～理窓会記念自然公園（ＷＣ）～駒形神社～普門寺～円福寺（ＷＣ）～柏の葉公園（昼食・Ｗ

Ｃ）～法栄寺（ＷＣ）～駒木ふるさとの森～流山おおたかの森駅前広場 

○みどころ 今回は「利根運河と柏の葉公園」の５００選のみちにプラスして、東京理科大学が創立１００周年を

記念して造った自然豊かな公園も楽しんでください。普門寺の閻魔様も待っています。 

 

☆９月例会 松戸の森巡り 12ｋｍ （コ－スリ－ダ－ 九嶋 仁） 

  ≪千葉県 54 ウオ－ク 松戸市≫ 

日 時／9月 27日（日）9時 00分迄集合 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 五香駅西口 徒歩５分） 

解 散／14時 30分頃 門前公園（ＪＲ武蔵野線 新八柱駅・新京成線 八柱駅 徒歩２分） 

コ－ス／やまぶき公園～三吉の森～立切の森～金ヶ作自然公園～熊野神社（ＷＣ）～囲いやまの森～ホダシ

の森～佐野公民館（ＷＣ）～八ヶ崎の森～２１世紀の森（昼食・ＷＣ）～縄文の森～芋の作の森～しんやまの森

～門前公園（解散式・ＷＣ） 

○みどころ 松戸市内にあるたくさんの森。おもわず深呼吸したくなる森。目と心の保養を兼ね、健康づくりに

頑張ってください。 

 

☆１０月平日ウオ－ク 深川の水辺散策  15ｋｍ  団体歩行 （コ－スリ－ダ－ 中山 弘） 

日 時／10月 7日（水）9時 30分迄集合  参加費／北総歩 100円・CWA加盟団体 200円・その他 300円 

集 合／亀戸駅前公園（ＪＲ総武線 亀戸駅北口 徒歩１分） 

解 散／15時 00分頃 隅田公園（吾妻橋横）（東武スカイツリ－線 浅草駅 徒歩３分） 

コ－ス／亀戸駅前公園～亀戸大島緑道～仙台堀川～木場公園（ＷＣ）～清澄公園（昼食・ＷＣ）～万年橋～隅

田川テラス～隅田公園（吾妻橋横） 

○みどころ 江東区の水辺にこだわり、小名木川から仙台堀川親水公園のせせらぎと緑を楽しみ、昼食後は

隅田川のテラスを浅草まで秋の一日をゆっくりと散策したいと思います。 

 

☆１０月例会 わが町の旧水戸街道② 松戸～柏 14ｋｍ  （コ－スリ－ダ－ 軍地恒四郎） 

  ≪千葉県 54ウオ－ク 松戸市・柏市・流山市≫ 

日 時／10月 25日（日）9時 00分迄集合 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・新京成線 松戸駅西口 徒歩３分） 

北 総 歩 こ う 会 
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/4） 

お願い◆受付開始時間は集合時間の３０分前からになります。（例会、平日Ｗ、北総いきいきＷ＝9/27～実施） 

     ◆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。（平成２７年 1月号 3ページ：インフォメーションをご覧ください） 

北総歩こう会の信条  明るく･楽しく・和やかに  略号･･･明楽和 



解 散／泉町公園 14時 30分頃（ＪＲ常磐線・東武線 柏駅 徒歩７分） 

コ－ス／西口公園（スタ-ト・ＷＣ）～馬橋東市民センタ-（ＷＣ）～萬満寺～水戸街道道標～東漸寺（ＷＣ）～ 

清ヶ丘小金公園（昼食・ＷＣ）～香取神社・一里塚の碑～富里近隣センタ-（ＷＣ）～泉町公園（ゴ-ル） 

○みどころ 昨年に続く第２弾。松戸から柏まで１４キロを歩きます。旧水戸街道には松並木がかなりあったそう

ですが今は見られません。蘇羽鷹神社から右に折れた約９００ｍに昔の道形が残っている箇所があります。 

 

  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。（団体歩行） 

                

       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。           

           ※事前申し込みは不要です。当日、直接集合場所に歩ける服装、靴でおいでください。 

                                                        

☆9月 19日（土）ケヤキ並木を歩いて 約 8ｋｍ（担当 加藤洋子）      

集合：北柏第一公園 （ＪＲ常磐線 北柏駅 徒歩２分）    9：00迄集合 

 解散：柏たなか駅前広場（ＴＸ線 柏たなか駅 徒歩１分） 12：00頃 

 ※旧吉田家歴史公園入館料 ８０円が必要です。（受付時に集金します） 

 

☆10月 17日（土）北千住～浅草 隅田川散策 約 8ｋｍ （担当 山口浩子） 

  集合：東京電機大学前ロ-タリ- （ＪＲ常磐線 北千住駅東口＝電大口 徒歩１分） 9：00迄集合 

  解散：隅田公園（吾妻橋横） （東武スカイツリ-線 浅草駅 徒歩３分） 12：00頃 

 ※綾瀬橋を渡り、小さな造船所「伊澤造船」を眺め、隅田川左岸・隅田川テラスを散策します。 

 

北総歩こう会の情報  

   
●受付開始時間の変更のご案内（重要なご案内） 

 毎月の例会、平日ウオ-ク、北総いきいきウオ-クの受付開始時間を各行事の集合時間の３０分前から開始す

ることに変更いたします。 ◎平成２７年９月２７日（日）例会「松戸の森巡り」から実施いたします。 

●平日ウオーク完歩者表彰 

  7月 1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。 

50回 北総歩 林 義治さん    40回 いちかわ歩 高野恵右さん    30回 北総歩 佐藤安子さん  

20回 北総歩 白岩エクさん     20回 北総歩 富永義孝さん     

●Ｈ27年 6～7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。 

柏市  太田昌秀さん   我孫子市  橋本恵子さん 

●ウオ－キングステ－ション３０回達成者・・・おめでとうございます 

  １回目 根本 昭さん  小国賢二さん（７月１日表彰） 

●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 2015年 6月 1日認定） 

30000ｋｍ 鈴木好次さん（２回目）  24000ｋｍ  林 義治さん  10000ｋｍ 染谷 勇さん   

●ＩＶＶ回数記録認定者（ウオーキングライフ 2015年 5月 30日認定） 

 1000回 小国賢二さん   900回 武部信二さん  600回 榎本武久さん   500回 石井信次さん 

     500回 根本 昭さん   400回 渡邊博史さん  100回 染谷 勇さん    30回 荒原恒子さん 

●ＩＶＶ距離記録認定者（ウオーキングライフ 2015年 5月 30日認定） 

35000kｍ  市川 操さん    30000ｋｍ  中山 弘さん    20000ｋｍ  武部信二さん 

19000ｋｍ  松尾弘人さん   16000ｋｍ  小国賢二さん    14000ｋｍ  中山祐子さん    

14000ｋｍ  松本昂二さん   11000ｋｍ  遠藤次男さん    10000ｋｍ  渡邊博史さん    

    8000ｋｍ  根本 昭さん    1000ｋｍ  染谷 勇さん 

●オールジャパン完歩者（ウオーキングライフ 2015年 5月 30日認定） 

小国賢二さん  香取ちいさん   

 

 

 

必ず読んでね！ 

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
 (8/1)  
 

１． やあ ! お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

(8/2） 

7/18 鷲神社に参拝 



平成 27年 6月 28日 例会ウオ－ク 

『県境の町を歩く 千葉：我孫子～茨城：守谷へ』を担当して      

                                            コースリ－ダ－  竹渕房夫 

このコ－スは自分で提案したコ－スでしたので昨年担当リ

－ダ―を決めるときに手を挙げて担当に決定しました。今回

の企画したコ－スには新しい街、のどかな農業地帯、３６０度

の展望の開ける利根川に架かる県境の橋や旧守谷流山線の

道が有り、土地勘があったのでパソコンの地図上でコ－ス概

要を作成しておきました。1 回目の下見は２月になってから自

動車でルートに沿って走り、車の入れないル－トのみ徒歩で

確認をし、休憩場所の状況、トイレ等の確認をして、今回のコ

－ス地図を作成。２回目の下見を３月末に担当役員４名で実

際に歩いて道路状況、休憩場所、昼食場所等を確認・検討を

行い、コ－スの修正を行いコ－スを決定しました。６月初めに

３回目の下見を行い、歩くル－トに若干の訂正を行い最終決定し、地図を印刷して本番を迎えました。 

３日前の天気予報では無情の雨となっていましたが前日に急に予報が変わり、梅雨の中の貴重な晴の天気と

なり、快い風が吹く絶好のウオ－キング日和になりました。集合場所に続々と参加者の皆さんが見えて予想を上

回る１８２名となり、ホッとしました。約４ｋｍごとに休憩をして歩きましたので参加人数の割には、列は途絶えること

なくスム－スに歩けました。天気が良かったので県境の橋上から筑波山、日光連山、北関東の山々、浅間山、富

士山などが見えて、皆さん３６０度の展望に満足できた事と思います。新大利根橋の中間あたりに県境の表示

「千葉県柏市：茨城県取手市」も確認して頂きました。 

県境の橋を渡り、旧守谷流山線を歩いたところ、「この道は初めて歩いた」という声も聞こえてきました。戸頭公

園での昼食後、新しい街守谷市の「幸福の路」を歩いて、１４時前に守谷駅前にゴールして解散式となりました。

「今日のコ－スはよかった」と言う声を頂き、たくさんの参加者の皆さん、役員の皆様に感謝しております。ご協力

有難うございました。 （コ－ス担当 中村義久・若月慎彌・森 廣） 

  

平成 27年 7月 1日 平日ウオ－ク 

『アサヒビ－ル茨城工場見学』を担当して     
                                           コ－スリ－ダ－  九嶋 仁 

 梅雨のさなかの楽しいひと時を求め、前日より楽しみにし

ていました「アサヒビ－ル茨城工場見学」。あいにくと前日

夜半よりの雨に対し、お天道様も根負け。 

 集合時間変更有のため、８時までに南守谷駅に到着し、

参加者を迎える体制を整えて待っていましたが、役員集合

まで一人も参加者は見えられませんでした。雨の影響が大

でした。本来ならば、見学者は２００名を超える参加者数で

すが、雨天のため６６名の参加者数となり、ちょっぴり残念

でした。 

 当初は班編成を考えていましたが取りやめ、工場見学も

1 回で済むことになりました。また雨にも負けず毎年参加さ

れている方もたくさんおり、いまかいまかと待ちわびていま

した。南守谷駅前国道のガ－ド下を出発、２ヵ所の神社参

拝、ベルギ－より迎えた小便小僧（地元民の宝）をなでなでしながらアクロスモ－ルでトイレ休憩・昼飯調達、西

光寺木造阿弥陀如来坐像と立像を拝み善男善女となる。昼食会場の常磐自動車道上り線の守谷ＳＡへ向かう。

美味しい昼食を食べた後はメインイベントである「アサヒビ－ル茨城工場」へ大急ぎで向かう。工場内見学後、待

ちに待った試飲の時間。のどもカラカラでエレべ－タ－が昇っていくのももどかしく、ＡＩＭタワ－展望室へ。でき

たての生ビ－ルの旨さを喉に感じ、楽しい時間を過ごしていただきました。２０分３杯勝負でしたが十分堪能して

いただけたと思います。 

 来年は晴天を期待し、参加を今から楽しみに待っています。参加された方及び役員の方、雨の中本当にお疲

れ様でした。  （コース担当 中村義久・軍地恒四郎・島 明良） 

 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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県境の橋・新大利根橋を渡る 

冷えたビ－ルで乾杯：試飲会場 



平成 27年 7月 12日 例会ウオ－ク 

『軍都柏の戦争遺跡を探る』を担当して      

                                            コ－スリーダー  遠藤啓一 

この企画は昨年３月の平日ウオークとして行われた行事

でした。昨年は雨で参加者が４８人（役員２３名含む）でし

た。北総歩こう会の中心地柏市の歴史を知る良い企画が

雨の為に残念な結果になってしまいました。その為もう一

度皆様に知っていただくため再チャレンジ企画でした。 

当初のリーダーが体調不良になった為、急遽運営委員

長の私が担当することになりました。コース・見どころは決

まっていたのですが、７月の例会行事になった為、豊四季

駅までの１７Ｋｍは無理という事で解散場所をどこにするか

で迷いました。①～⑪まで見どころがあったのですが９番

の柏飛行場跡の看板まで行くと１５Ｋｍになり断念。幸いな

ことに昨年完歩証の写真である「秋水燃料庫」が新たに発

掘されたのでそこを最後にして近くの柏の葉キャンパス駅

までのコースとして１３Ｋｍに収まりました。 

下見は２度ほど行いましたが両日とも小雨が降る中傘をさしながら回りました。やはり当日は雨か！降っても小雨くら

いでと思いながら下見を終了。雨だと北柏駅のコンコースは狭く、出発式会場には屋根もない状態です。昼飯を食べ

る所にも屋根のある東屋もなく、ショートカットしてその時は食事なしで歩いて駅で解散と皆で腹をくくりました。処が当

日になると逆に真夏のような天気です。 

北柏第一公園に１５８名の多くの方が参加いただきました。今度は熱中症の事故が起きないか心配事が増えました。

最高で３３度まで上がり熱中症計は厳重注意のブザーが鳴り響きました。そこで途中約２Ｋｍショートカットした為１１時

から１１時５０分まで早めの昼食になりました。木陰では風も吹き心地よい昼食タイムになりました。休み休み休憩をい

れ、そのたびに水分補給をしながら解散地の柏の葉キャンパス駅前「みんなの広場」に１３時２０分に無事到着。クー

ルダウンの体操をしている頃には暑さがピークで危険のブザーがなったくらいです。１名体調不良で途中自主リタイア。

バスで帰られた以外参加者１５７名は事故もなくゴールすることができました。 

暑い中ご参加頂きましてありがとうございました。 （コース担当 石原洋二・染谷勇） 

 

◆地球一周４万キロを達成して 
                                             北総歩会員  鈴木栄二郎 

 私が初めてウオ－キング大会に参加したのは友人に誘われて２０００年（平成１２年）５月３～５日の国際ｽﾘ－ﾃﾞ

－ﾏ－ﾁに参加したことです。そこで初めて大きな歩く大会を知りました。20ｋｍを３日間歩き、初めて長い距離を

歩き初日に両足の裏に大きなマメが出来たことを覚えています。それを処置して３日間完歩致しまして小さなシ

－ルをパスポ－トに貼ったことを記憶しています。平成１２年５月３日が私のウオ－キングに大変大きな日になる

のです。この日が始まりで地球一周４万キロ、ＩＶＶ国際市民スポ－ツ連盟の回数、距離、ＪＷＡのオ－ルジャパン

等が第一歩を踏み出した日で今日まで１０数年間続いて今後も続くでしょう。またこの年の７月２３日に北総歩こう

会の守谷のビ－ルウオ－クに参加しているのです。古い記録を見ると懐かしく思い出されます。 

 私の１０数年間のウオ－キング中で大きな出来事と言えば平成奥の細道に参加できたことと思います。奥の細

道の事を少し書きたいと思います。２００３～２０１３、１１年間、松尾芭蕉隊の一人として参加し、第１回大会は平

成１５年４月２６日（土）富岡八幡宮をスタ－トして草加までの２５ｋｍでした。１１年間、距離２５００ｋｍ、１７都県の

長い長いウオ－キングの道程の始まりです。草加、日光、白河の関を越えて、宮城、岩手、青森、秋田を巡り、新

潟、富山、石川、福井、滋賀、岐阜、三重を歩き最後は２０年に一度の伊勢神宮の式年遷宮に参加してお伊勢

参りで１１年間のゴ－ルです。この様に色々な事を経て平成２７年３月に地球一周４万キロを達成する事が出来ま

した。病気もしないで健康で長い間好きなウオ－キングが出来るのも家族の協力と理解が有っての事と感謝して

います。今後も健康を第一に考えて無理をしないで永くウオ－キングを続けていきたいと思います。 

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

【編集後記】 ８月は暑いので熱中症防止対策や事故防止のため、極暑の予想される日には外出、スポ-ツ等の

野外活動を控えるようにとテレビ等で報道が有りますので各地のウオ-キング行事も少なくなります。ウオ-キング

は朝、夕の涼しい時間に行って体力保持をして秋のウオ-キングシ-ズンに備えましょう。 ＜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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掩体壕見学に向かう参加者 


