
 

 

 

                                      

  

  

                            

 

 

 

 

 

 

☆４月特別行事 第 14回大正浪漫ウオ－ク in手賀沼 30/20/10/6ｋｍ 自由歩行 
  【美しい日本の歩きたくなるみち５００選 千葉１２－0１】 ≪千葉県 54 ウオーク 我孫子市・柏市≫ 

  ≪Ｃリーグ対象ウオーク≫                  問い合わせ先 04-7145-1620（中山） 

日 時／４月２３日（日）自由歩行：30/20ｋｍ （受付開始）8時～8時 40分迄集合  
自由歩行：10/ 6ｋｍ  （受付開始）9時～9時 40分迄集合  

集合・解散／手賀沼公園（ＪＲ常磐線 我孫子駅南口 徒歩 10分）※案内人有り 
ゴ－ル時間／12時 00分～16時 00分（最終ゴ－ルは１６時迄です） 
参 加 費／事前：４００円(４月 9日締切） 

当日：７００円（我孫子市・柏市・流山市の市民は５００円） 中学生以下無料 
        ※当日参加の場合、記念品等が無くなることが有ります。事前申込をお願いします。 
コース／30ｋｍ：５００選のみち、大正浪漫の各施設、手賀沼一周+谷津田、湖北台、古利根まで歩きます。  

20ｋｍ：５００選のみち、大正浪漫の各施設、手賀沼一周+谷津田、湖北台を歩きます 

10ｋｍ：５００選のみち、大正浪漫の各施設、手賀大橋を渡り、手賀沼に沿って西側半周を歩きます。  

6ｋｍ：５００選のみち、大正浪漫の各施設、ハケの道と手賀沼遊歩道を歩きます。 

     ★杉村楚人冠記念館、白樺文学館、鳥の博物館の入場料金は３００円です。 

〇みどころ 風光明媚な手賀沼の眺めと水鳥の楽園・白樺派の文学・歴史を訪ねてのウオーキングはいかが 

ですか。今年で１４回目となる人気のコースです。今年は全コ-ス自由歩行です。6ｋｍコ－スはご家

族、お友達と大正浪漫関連の施設見学がゆっくりと楽しめるように作りました。 

◆事前申込を受付中です。詳細は「第 14回大正浪漫ウオーク in手賀沼」チラシをご覧ください。 

 

☆５月平日ウオーク 古地図で歩く江戸城三十六見附―外濠（続）内濠・江戸城へ 15ｋｍ 

          団体歩行  （コ－スリ－ダ－ 石原洋二） ☎ 047-368-3958（石原） 

日 時／5月 10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／数寄屋橋公園（ＪＲ山手・京浜東北線 有楽町駅銀座口 徒歩５分）※案内人有り 

解 散／14時 30分頃 和田倉噴水公園（ＪＲ東京駅 徒歩８分） 

コ－ス／数寄屋橋門～常盤橋門～神田橋門～一ツ橋門～雉子橋門～清水橋門～（皇居北の丸公園）～ 

田安門～半蔵門～国会前庭洋式庭園（昼食）～日比谷門～和田倉門～大手門～（皇居東御苑）～ 

北桔橋門～平川門～大手門（再）～和田倉噴水公園 

〇みどころ 「江戸城三十六見附巡り」の第２回目。外濠歩きの続き、数寄屋橋門から雉子橋門、清水門から内

濠に入り大手門から江戸城本丸へ。今回も江戸の名残す「見附」を見て歩く。テレビの街歩きでは定番

のところも多い。 

 

☆５月例会 見沼田んぼの自然と歴史  10/14ｋｍ 団体歩行 （コ－スリ－ダ－ 竹渕房夫） 

                                               ☎ 090-8725-1355（竹渕）                                                   

日 時／5月 21日（日）9時 00分迄集合  参加費／ＣＷＡ加盟団体無料・その他３００円 
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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：Ｈ27.9.27 より） 

     ◆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。（北総歩こう会ホームページのトップページをご覧ください） 

 

 

 

平成５年４月１１日創立 
市民公益活動団体・生涯学習団体 

北総歩こう会の信条  明るく･楽しく・和やかに  略号･･･明楽和 



集 合／井沼方公園（ＪＲ武蔵野線 東浦和駅 徒歩 5分） 

解 散／14時 30分頃 東浦和中央公園（ＪＲ武蔵野線 東浦和駅 徒歩 5分） 

コ－ス／井沼方公園（ＷＣ）～見沼通船堀公園～通船閘門～鈴木家住宅～（芝川遊歩道）～浦和くらしの博物

館民家園（ＷＣ）～大崎公園（ＷＣ）～（見沼代用水東縁）～国昌寺（ＷＣ）～氷川女体神社～見沼氷

川公園（昼食・ＷＣ＝10ｋｍコ－スはここからバス停へ）～（見沼代用水西縁）～東浦和中央公園 

〇みどころ 見沼通船堀、通船閘門、鈴木家住宅、くらしの博物館等の歴史を訪ねます。田植えの終わった美

しい見沼田んぼ、芝川と見沼代用水東縁・西縁に沿って歩き、緑豊かな自然を楽しんでください。 

 

☆６月平日ウオーク 千住の歴史と水辺散歩  11ｋｍ 団体歩行 （コ－スリ－ダ－ 中村義久） 

                                             ☎ 090-2636-4099 （中村） 

日 時／6月 7日（水）9時 00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／東京電機大学前広場 （ＪＲ常磐線 北千住駅東口 徒歩１分） 

解 散／14時 30分頃 千住 4丁目氷川神社 （ＪＲ常磐線 北千住駅西口 徒歩７分） 

コ－ス／電機大学前広場（ＷＣ）～柳原千草園（ＷＣ）～都立汐入公園（ＷＣ）～千住スポ－ツ公園（昼食・ＷＣ）

～千住歴史散歩（大橋眼科・本陣跡・横山家住宅・絵馬屋吉田家・名倉医院）～氷川神社 

〇みどころ 初夏の荒川と隅田川の水辺を歩き、その後 2017年穴場だと思う街ランキング１位の北千住を通る

旧日光街道沿いにある宿場町の面影を味わいます。ほとんど平坦な道で、どなたでも楽しめます。 

 

☆６月例会 野菊の小道と国府台緑地 13ｋｍ 団体歩行 （コ－スリ－ダ－ 早川 進） 

 《千葉県 54 ウオーク 松戸市・市川市》                  ☎080-2040-4160 （早川） 

日 時／6月 25日（日） 9時 00分迄集合    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 松戸駅西口 徒歩 3分） 

解 散／14時 30分頃 市川関所跡 （京成線 国府台駅 徒歩５分） 

コ－ス／西口公園（ＷＣ）～江戸川土手～矢切（ＷＣ）～野菊の小道～じゅんさい池（昼食・ＷＣ）～国府台緑地

～里見公園（ＷＣ）～市川関所跡 

〇みどころ ２０１２年２月に企画したコ－スですが大雪のため中止になりました。今回は初夏の野菊の小道、国

府台緑地がどのようなのか楽しみです。 

 

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。（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。 

       参加費／会員無料（月例会等参加票提出）・会員以外 300円（傷害福祉制度加入代含む） 

       ※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。                                                        

 

☆5月 27日（土） 都電荒川線沿線のバラ 約 8ｋｍ （コ－スリ－ダ－ 早川 進） 

                                   ☎ 080-2040-4160 （早川） 

  集 合：ドナウ広場（ＪＲ常磐線・ＴＸ線・東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩２分） 午前９時 00分迄集合 

  解 散：平塚神社脇防災公園（ＪＲ京浜東北線 上中里駅 徒歩 5分） 12時 00分頃 

  コ－ス：ドナウ広場～三ノ輪橋～荒川区役所前(WC)～荒川自然公園(WC)～熊野前～あらかわ遊園前(WC)

～都電荒川車庫～和菓子「明美」（都電最中）～上中里駅～平塚神社～防災公園  

〇みどころ 都電荒川線沿線のバラを観ながら旧古河庭園の近くまで歩きます。満開で有ればよいのです

が。解散後、ご希望の方は旧古河庭園のバラをご鑑賞ください。庭園内の日本庭園も見事です。 

         ※旧古河庭園は入園料が必要です。一般及び中学生１５０円、６５歳以上７０円 

 

☆6月 17日（土） 松戸から流山のあじさい  約 6ｋｍ （コ－スリ－ダ－ 和田武年） 

                                    ☎ 04-7154-0170 (和田：20時までにお願いします) 

 集 合：東平賀公園（ＪＲ常磐線（各駅停車） 北小金駅北口 徒歩８分） 午前９時００分迄集合 

 解 散：南柏児童遊園（ＪＲ常磐線（各駅停車） 南柏駅 徒歩５分     午前１１時３０分頃 

 コース：東平賀公園（ＷＣ）～本土寺山門（立ち寄らない）～あじさい通り～東部あじさい苑～東部公民館 

 

 

 

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 



（ＷＣ）～南柏児童遊園 

 〇みどころ うっとうしい梅雨の季節に、雨に最も映えるのはあじさいでしょう。流山市本洲団地の皆さんが手 

入れをして下さっているあじさい通りと東部公民館のあじさい苑を見に行きましょう。 

 

北総歩こう会の情報  

       

●平日ウオーク完歩者表彰  

３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。 

60回 北総歩  和崎悦子さん   50回 船橋歩  久保田義貞さん  30回 東葛Ｗ  大山妙子さん 

20回 船橋歩  佐藤吉夫さん   20回 東京都Ｗ  森下久雄さん  20回 北総歩  和田敏秀さん   

  10回 北総歩  新 光夫さん   10回 北総歩  宮園憲子さん    10回 船橋歩  坂巻桂庸さん 

  10回 東葛Ｗ 上野眞二さん  10回 東京都Ｗ  室野 滋さん   

 

●ウオーキングステーション３０回達成者表彰 (３月１日表彰)・・・・・おめでとうございます。 

   60回 北総歩 和崎悦子さん   30回 北総歩 松尾弘人さん   30回 北総歩  松本昂ニさん 

    

●Ｈ29年 2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 

  我孫子市 岩渕信一さん 

 

●ＩＶＶ回数記録認定者（ウオーキングライフ 2017年 2月 2日認定） 

1900回 市川 操さん   1800 回 中山 弘さん   1200回 小国賢二さん   1100回 川田友行さん 

800回 佐藤安子さん    400回 小濱度子さん   300 回 荒原恒子さん 

 

●ＩＶＶ距離記録認定者（ウオーキングライフ 2017年 2月 2日認定） 

 40000ｋｍ 市川 操さん  20000ｋｍ 小国賢二さん  14000ｋｍ 佐藤安子さん 6000ｋｍ 竹渕房夫さん  

5000ｋｍ 荒原恒子さん    5000ｋｍ 小濱度子さん     

 

●日本マ－チングリ－グ表彰者（ウオーキングライフ２０１７年３～４月号掲載） 

 ・日本ス－パ－マスタ－ウオ－カ－賞（５周目）  掛川 洋さん  ・金メダル賞③ 中野貞三さん 

 ・日本マスタ－ウオ－カ－賞             小国賢二さん 

 

●平成３０年度行事（案）募集  

 北総歩こう会では「平成３０年度行事（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（水）平日ウオ－ク、4/15（土）い

きいきウオ－ク、4/16（日）例会ウオーク、4/2３（日）第１４回大正浪漫ウオ－ク in手賀沼のいずれかの行事の日

に遠藤運営委員長（又は近くの役員）に提出をお願い致します。 

 

●会員募集中（絶対お得です！） 

北総歩こう会に入会されますと友人も増え、それに年会費の中で保険（参加中のケガのほか熱中症も補償）に

も加入でき、例会及びいきいきウオ－クは参加費無料、平日ウオークは１００円とお得な上に、手賀沼ウオ－キ

ング教室参加券（１回分）の贈呈、また５周年毎に記念品も差上げています。入会案内、入会申込書は行事に

参加されたときに役員に声をかけていただくか、「北総歩こう会」のホームページから印刷する事ができます。 

 

●累計会員数「早期１,０００名達成」キャンペーンについて（記念品贈呈） 

当会が平成 5年 4月に産声を上げてから、すでに会員申込者は９９５名を超えました。そこで早期に累計会員

数が 1,000 名になるように、キャンペーンを実施しております。会員の皆様の周りで、当会に入会していない方

がおりましたら是非お勧めください。 

☆記念品贈呈対象者 平成２８年１０月１日以降の入会者で、会員番号が１,０１０番迄の人のうち、

１,０００番の方と抽選で３名様に記念品を贈呈いたします。 

皆さんの行事コース提案をお待ちしております 

 2.   信号で、あわてず  あせらず   待つ余裕 （4/3） 

 3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



●訃報 現役員の山口浩子さんが３月２日にご逝去されました 

  ここに生前のご活躍に感謝し、謹んでお悔やみ申し上げます 

「山口浩子さんを偲んで」  北総歩こう会役員 加藤洋子 

３月２日に現役員の山口浩子さんがお亡くなりになりました。昨年１１月初めに検査入院し、癌と診断され末期

と告知されました。あの明るく優しくて綺麗な浩子さんが思うように食事が取れず日々に痩せて体力が衰えてゆく

のを見る辛い月日でした。それでも明るく振る舞っていた彼女は強かったと思います。２月２２日にホスピスに転

院して院内で行われる３月３日のひな祭りの行事を楽しみにしていたのですが、前日の２日に逝ってしまいまし

た。 

７日の通夜と８日の告別式に多くの歩友が参列し永のお別れをしました。優しく微笑んだ美しい遺影写真が印

象的でした。アンカーの赤い襷を掛けて優しくウオーカーに接していた山口浩子さんのご冥福をお祈り申し上げ

ます。（合掌） 

  

平成２９年２月１９日例会ウオーク     

『総会ウオーク・我孫子の裏道を歩く②』を担当して 
                                          コ－スリ－ダ－ 遠藤啓一 

昨年に引き続き２回目の総会ウオークを担当しました。前回はインフルエンザで計画だけ立て下見の案内

だけで終わったので今年はインフルをひかないように気を遣いました。 

コースを決めるにあたって今回も制約が沢山ありました。総会ウオークはゴールが必然的に決まっている

ので、スタートをどこにするかがコース決定の最重要な決め事です。タイトルに我孫子があるので柏駅は使

えないので北柏駅から行こうと考えました。我孫子ふれあい広場で解散の後、総会がある為 13 時頃到着する

ことは決まっています。コースはいくらでも伸ばせますが第四公園から先はトイレが全くありません。仕方

ないので北近隣センター経由で距離を測ると１０Km 弱しかありません。そうすると食事する場所はトイレ

がある第四公園しかないのでスタート時間を 9 時 30 分にしました。ゆ

っくり歩いても１１時 10 分頃からの食事になりました。早い昼食で申

し訳ありませんでした。その後何とか５０分間トイレなしで北近隣セ

ンターに着き１３時にピッタリにゴールすることができました。 

昨年は朝方の雨で６９名の参加だったので、今年は地図を１５０枚

用意したのですが１９４名と思いかけず多くの方が参加いただきまし

たので、あわててコピー対応したのでお待たせしご迷惑をおかけしま

した。皆様方のご協力で事故もなく全員ゴールで来ました。ありがと

うございました。（コース担当 中山 弘・染谷 勇） 

 

新 役 員 紹 介  
  ２月１９日（日）に北総歩こう会平成２９年度定期総会が開催され、新役員１名（渡邊博史氏）が承認されました

のでここに紹介をさせて頂きます。今後ともよろしくお願いいたします。           

渡邊博史氏 （会員番号 Ｈ-915） 

本年の総会役員改選で、ご承認を頂きました渡邊と申します。 

ウオーキングは、随分前に六甲山縦走路・横断路及び淡路島周回道路等を歩いておりま

したが、東京に転勤以降は４９歳頃にＪＲの「駅からハイキング」を始めたのが出会いです。

１２年程前から各大会や各歩こう会様の例会に参加する様になりました。各会の役員様の

誘導等を拝見し、ゆくゆくはお手伝い出来ればいいかなと考え、３年前に当会の協力員に

応募致しました。ところが順次外堀、内堀を埋められ、ついに御用となった次第です。 

 会員の皆様、役員の皆様に色々とご迷惑を掛けることもあると思いますので、ご指導、ご支援の程宜しくお願い

申し上げます。 

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

【編集後記】振込詐欺のニュ-スが頻繁にありますが柏市が千葉県下で最も被害数が多いとの事です。頻繁に注 

意喚起のメ-ルが届きます。被害にあわないためにもまとまった現金は手元に置かない、不審な電話はすぐに家 

族・友人・警察に相談して被害にあわないようにしましょう。歩友の皆さん、お互い気を付けましょう。＜歩楽人＞   

北柏第三公園での出発式風景 

４.  自分のゴミ,  自分の責任  もち帰り 
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5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 


