
 

 

 

 

  

8 月の例会レポート 

手賀沼ナイトを担当して 
       例会リーダー 三枝輝夫 

 今年の 8 月例会は、8 月 3 日(土)ミニナイトと決まっていました

が、コースは担当に任されていました。 

 其処で候補を運河・手賀沼・大堀川にしぼり、数回の下見を行っ

た結果、手賀沼花火大会当日でもあり、手賀沼に決めました。 

 当日は今年一番の厳しい暑さと、柴又の寅さんウォークの行事と

も重なり、参加者が少ないのではないかと心配しましたが、夕方に

は大分しのぎ易くなり、集合時間を過ぎる頃には 100 名を超える

方々が集まりほっとしました。 

 出発式後、定刻に柴

崎台中央公園を出発、1 時間後に 5 本松公園へ到

着、トイレ休憩の間にダイアリー・IVV・完歩証

を済ませる。手賀沼遊歩道へと歩を進めると、は

るか手賀大橋方面へ花火が上がる。心地良い風に

吹かれながら更にゴールへと歩を進めると大輪の

花火に歓声があがる。7 時 40 分、ゴールの手賀沼

親水広場に到着、真っ暗闇の中で、9 月例会の紹

介をしながら解散式を行う。 

 初めての例会担当でもあり、不慣れかつ不行届

きな点が多々あったと思いますが、皆さんのご協

力により無事に終る事が出来ほっとしております。 

 （例会担当……中山弘･宮崎蔦司・菊池靖） 
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     北総歩こう会事務局 

     ℡ 090-3345-8750 

（１） 
北 総 歩 こ う 会 

      １． やあ!お早よう  明るい挨拶  さわやかに 

柴崎台中央公園での出発式 

心地良い風に吹かれて歩行中       列詰め休憩中の皆さん 



 

         ふぁみりーウォーク 

 ※この行事に参加する場合、事前の申し込み(連絡)等の必要はありません。 

 「ふぁみりーウォーク」の集合時間は、毎回午前９時００分です。 

  集合時間が出発時間ともなりますので、遅れない様にご注意ください。 

  炎暑の季節に入り、通常コースプラス、若干の短縮コースも加えました。 

 

 ☆ 9 月 21 日(土) 柏の街と大堀川を巡って   約 8km  （担当・中山 弘） 

   集合･出発：JR 常磐線 北柏駅     解散：JR 常磐線 柏駅 

 

 ☆ 10 月 19 日(土) 沼南 秋の史跡を訪ねて  約 9km   (担当・高桑 三郎) 

   集合･出発：JR 常磐線 我孫子駅     解散：手賀の丘公園 JR 柏駅へバス 

 

 ☆ 11 月 16 日(土) 野田南部地区江戸川巡り  約 8km   (担当・     ) 

   

 

 

 

 ある日ある時あるウォーク       

                会員 T 生 

「ほゆう」96 号ありがとうございました。 

高浜氏への反論としての社本さんのご意見は、当

を得て明解なものであり、たとえ一通でも充分で

はないでしょうか。ご苦労様でした。 

6 月 21 日、東武線の新古河までのほぼ 50 キロを

歩く予定で、６時半に出発して江戸川左岸をさか

のぼって行きました。いつもと少し違うコースを

行ってみようと考え、ついうっかり関宿橋を渡り

右岸にでました。それから先、歩けど歩けど左手

に現れるはずの目当ての新古河駅が見えてきませ

ん。背の高い埼玉大橋を過ぎたところで、はたと

コースの間違いに気付きました。時間は 5 時を過

ぎ、歩いた距離は既に 52 キロを示しています。

新古河は渡良瀬川の右岸にあるのですが、今いる

のは利根川右岸だったのです。その日は地図を持

たずに歩いたので、そこから地元の人の情報をた

よりに加須まで歩きました。６０キロの道のりで

した。加須で「うどん屋」を二軒はしごして、家

に帰り着いたら 10 時でした。例の「大宮ー加須

31 キロ飲まず食わず」大会の到着時間帯はいつも「うどん屋」は準備中の看板をかかげてい

たので、一度も有名なうどんにありつけませんでした。その反動と言うわけではありなせんが、

一軒目でその名にたがわず大変旨く、60 キロの空腹が二軒目のはしごをもたらしました。 

では又。  （2002.6.25 記） 

※問い合せ先  ０４―７１８４―４３５３ （菊池 靖）19 時～20 時のみ 

 

（２） 

 

 

編集担当宛てに頂いた便りの中から、ご

本人の了解を得てこのようなウォークも

ある事をご紹介します。―歩遊人― 

        2.   信号で、あわてず あせらず 待つ余裕  



                              

例 会 の 案 内 板 

 

☆ 9 月例会 沼南の史跡 W 

昨年に引き続き、史跡巡り第 2 回目。手賀沼の南岸沼南町の自然が残る農村風景の中に点

在している古墳･神社・教会堂などの史跡を訪ね歩く。 

  ＊開 催 日    ：平成 14 年 9 月 15 日(日) 16ｋｍ 

＊集合場所：JR 常磐線天王台駅南口より徒歩 3 分･天王台西公園 

＊集合時間：9 時 00 分 (改札口より案内あり) 

＊解  散：15 時 00 分頃 湖北台中央公園（JR 成田線湖北駅の近く） 

                        (例会リーダー 菊池 靖) 

☆ 10 月例会 手賀沼周遊ウォーク 

 

  この行事の詳細は次号にて 

 

  ＊開 催 日    ：平成 14 年 10 月 13 日(日) ｋｍ 

＊集合場所：JR 常磐線 

＊集合時間：  時 00 分 (改札口より案内あり) 

＊解  散：  時 00 分頃 ） 

                        (例会リーダー 藤井順一) 

 

 

 

 

 

友人に支えられて歩いた 8年       会員   西川ちよ 

思えば 1996 年,初めて河口湖のツーデーマーチに連れていって頂いてから、この度、でっか

いどうオホーツクマーチでやっと日本ス‐パーマスターウォーカー賞を頂きました。８年もか

かって決して誉められたものでは有りませんが、私としてはとても感激でした。2 年程前に膝

を痛め、1 年ほど休業いたしまして、もう歩けないかと諦めておりました。その頃、「70 歳以

上は 10 キロでも良い」との事で勇気付けられ、細々と続けてこられましたのは、意気地のな

い私を何時も連れて歩いて下さった関久美子さんのおかげです。有り難うございます。オホー

ツクマーチの歩けは気温も適当で、藤の花・ライラック・アカシヤ・ルピナス・はまなす等々、

早春から初夏の花々が咲き競って素敵なところでした。   （ H.14.6.25 記 ） 

 

お詫びの言葉……去る 7月 7 日の月例会｢ビール工場

見学 w｣の会場において、当会運営上の未熟さから、

参加者および工場側に不快感を与えるような事態 

が発生致しました。謹んでお詫び申し上げます。今後このような事が無いように、会の運営・ 

役員研修に努力致しますので,今後とも宜しくお願い申し上げます。 (会長 関 清吉) 

           ＊1 万 6 千キロ達成……6/10 現在、会員の高桑三郎さんが達成 

＊2 万７千キロ達成……7/７現在、会員の藤井順一さんが達成 

北総歩会員数 230 名（6/30 現在） 

 （3） 

※例会行事問合せ先 ０４－７１８４－４３５３ 菊池 靖 19 時～20 時のみ 

       3.   ひろがるな、   参加者だけの道じゃない 



日本ウォーカー金メダル賞を受

賞して 
会員 岡崎 千代子 

 7 月 7 日の例会時に渡された会報「ほゆう」3 ページの、北

総会員情報「おめでとう」欄に JWA の表彰・受賞・距離達成

者が私を含め 7 名が掲載されました。 

 去る 4 月の“久留米つつじマーチ”に北総歩から何人か参加

しましたが、たまたま私がゴールドメダル賞でしたので、代表

で筆を取らせて頂きました。 

 平成 7 年 4 月、北総歩に入会した私の初参加の JML(日本マ

ーチングリーグ)は半年後の東松山の日本スリーデーマーチで

した。ウォーキングにはまりにはまり始めていた？頃の私、毎

週毎週、関東地方を日帰り参加。右も左も珍しく且つ、北海道

から沖縄まで｢歩くとは何と時間とお金のかかる健康

法・楽しみ方なんでしょう？｣と私に受賞は程遠く思

ったものでした。 

 さて 4 年前の足の怪我で中途延期、その後マスタ

ー・スーパーマスター賞を一緒に沖縄で受賞し、どう

せなら JML 加入第一回の久留米でゴールドを頂こう

と待機して、予定より 2 年半遅れでの 30 回受賞は喜

びも一入でした。北総歩入会以来の満７年は、やっぱ

り遠かった！取り敢えず一区切りがついた感じで、ホ

ッとしているところです。 

久留米つつじツーデーマーチの日程 

 4/19：せっかくウォーク(10 キロ)･･…水郷柳川の川下り、何と８艘分の参加者あり。 

    昼食は“柳川の うなぎにゆるむ 皆の頬” （オソマツサマ） 

 4/20：耳納パノラマ高良山コース（20 キロ）……流石に大規模なつつじの森林公園でした。 

  4/21：皿山コース(20 キロ)……出発の時まで雨でしたが、田園風景が素晴らしかった。 

  4/22：個人的に有志 12 人で熊本の阿蘇山・水前寺公園を散策する。 25 年ぶりの観光、阿

蘇は強風で早々に退散 

この度の久留米の参加は CWA(千葉県ウォ

ーキング協会)の役員･会員の有志 26名の団

体で飛行機・宿を共にし、皆さんと楽しん

で参りました。また私の受賞を盛大に祝福

して頂き、お世話人の方々をはじめ皆様に

御礼申し上げます。（2002.7.13 記） 

 

【編集後記】 梅雨が明けて夏本番。日中の歩きは避けて早朝歩くと、ヒグラシのカナ々々とい

う鳴き声が爽やかである。この蝉は早朝と夕方と二回鳴く。ビール工場見学 w は北総歩が創立以

来、連続開催してきた名物行事である。トラブルとは悲しい。北海道の西川さん･九州の岡崎さん・

かってに W の T さんと全国各地の大会に参加された方々の手記を頂いた。感謝々々。―歩遊人―                                                      

編集担当 和田 武年  〒270-0121 流山市西初石６－１８７－４３ 

 Fax０４－７１５４－０１７０＆E メールｍｏｏｎ＠ｍａｉｌ．ｗｉｃｓ．ｎｅ．ｊｐ常時  

     ４．  自分のゴミ、 自分の責任  もち帰り (4) 



℡０９０－９２９８－３７９４ 18:00～21:00 受付 

     5.  歩かせて  いただく土地に  感謝して 

 


