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新春のご挨拶
あけましておめでとうございます。
会員の皆様には、健やかに新しい年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

昨年、千葉県においては、地質時代の一区分にチバニアン(千葉時代の

意味)が認められることが有力になったこと、加曾利員塚が特別史跡に指定

されるというという嬉しいニュースがありましたが、ちば歩こう会においては、

天候に恵まれなかつたほか、バスハイクの中止という出来事もあり、参加者数が

会長 中村建策

大幅に減少するという残念な年になってしまいました。

本年は、役員はもちろん、デイリーサポーターの皆さまの協力を得て、引き続き会員。ウオーカーの皆

さまのことを第一に考えて事業を進めていく所存ですので、ご理解・ご支援・ご協力をお願いいたしま

す。

また、昨年は千葉市各区や公民館からのウオーキングに関する出前教室に対応して参りましたが、今

年も積極的に対応し、ウオーキングの普及を図り、それにより少しでも会員の増加につなげることができ

ればと願つております。会員の皆様にも友人知人等にちば歩を紹介していたければありがたいと思つて

おります。

最後になりましたが、新しい年が皆様にとつて良い年であり、元気に歩き続けられるよう祈念して、新

年のご挨拶といたします。

事務局だより

1.2月 24日 (土)に通常総会を開催します。総会のご案内及び議案書は2月 上旬に送付します。

2.馬島寛治さん、金谷博子さんよりご寄付を頂きました。有難うございました。

3.ちば歩の今後の運営に関するアンケート結果について

昨年9月 の例会出席者を対象にアンケートを実施し、76人の方より回答を頂きました。

アンケート結果の主な要点は次の通りです。

① 業績改善に向けた制度の変更 (シエア会員の廃止、平日楽々ウオークの参加費値上げ(200円 )

については、過半数以上の賛同を頂きましたが、総会の議決事項につき2月 の総会に提案します。

②例会コースのリピート化については、多くの方より役員の負担軽減とコース下見費用の削減のため

「実施やむをえなし」というご賛同を頂きましたが、少しでも変化をつけるよう要望もありました。

② その他の意見・要望として
。交通費が高くなるのでなるべく近場が良い 。列詰め、トイレ休憩の短縮等による早期解散
。歩行マナーの自主管理の徹底 ・デーリーサポータ体制の充実 (サブの中に入れる)

等々のご意見を頂きましたが、これらの意見を配慮し皆さまに喜ばれるコース設定に努めます。

④歩行体制については、(イ)班編成の団体歩行34%(口 )班編成なしの団体歩行17%

(ハ )自 由と団体歩行の組合せ49%でした。コースにより柔軟に対応します。

⑤歩行距離については、12Km以内が35%、 ショートとノーマルの組合せが37%でした。

4.」WA関係の表彰者 (2017年 12月 以降)(敬称略)おめでとうございます。これからも更なる挑戦を

・スーパーマスター …・服部 十九男、奥山 利彦、太田 好美②
。金メダル ー服部 十九男、能間 英作、中村 建策②
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(※ )は千葉県54ウオーク該当開催地です

☆通常例会 忘年ウオーク (※千葉市)

担当チーフ幹事 伊藤 隆之

実施 日:12月 9日 (土) 天候 :晴れ

集合場所 :八千代第3公園 (京成本線八千代台駅

徒歩3分)11時00分

解散場所 :幕張海浜公園 (」R京葉線海浜幕張駅

徒歩5分 ) 15日寺30分

参加 人数 :124名 (ち ば歩97名 )歩行距離 1 3km

恒例の忘年ウオーク。人千代台駅に、通常より遅

い 11時の集合でした。当日の夕方、忘年会を予定

しているためです。 でも集合場所は晴れているの

にビルの谷間で風がビュービューでした。早々にス

タートして、八千代台の商店街を抜け、柏井市民の

森に到着

しました。

森の中

を一部通

過 しただ

けでした

が初めて

森の中ヘ

入 つたと

いう方 力`

数人おら

れ、良かったと思いました。その後、花島公園の山

道を抜けて、12時半には花島公園の一角にある花

島公園センターに到着しました。ここはすばらしい

設備で、lFと 2Fで 100人以上がイスにすわつて昼

食をとることが可能です。雨天に備えて予約してあ

ったのですが、寒かったこともあり、大部分の人は

屋内で昼食を

とられました。

でも当日は天

候に恵まれた

ため、外の陽

だまりで昼食

の方もおられ

ました。

午 後 は花 見

川大橋から花見川に沿つて南下、いつもとは逆の

方向で、このコースもありだなと思いまl′た。定番の

しらさぎ公園でトイレ休憩、そして浪花橋から右折し

て、ゴールの幕張海浜公園にはぼ予定通りに到着

しました。 その後は忘年会で盛り上がりました。ウ

オークに参カロされた皆さん、お疲れさまでした。

☆第176回平 日楽々ウオーク (※千葉市 )

☆師走の千葉市内を歩く

担 当チーフ幹事 小野 安英

実施 日:12月 21日 (本) 天候 :晴れ

集合場所 :稲毛なかよし公園(JR稲毛駅徒歩7分 )

9時00分

解散場所 :通町公園 (JR千葉駅徒歩9分 )

15日寺30分

参加 人数 :151名 歩行距離 1 3km

連 日冷え込みの厳 しい日が続いていましたが、

当日は日差 しがあり、ウォーキング日和でした。

今回のコースは、歩き尽 くした千葉市街地の中

で少 しでも変化のあるルー トをと思い設定 しま

した。

そ の た

め、

歩道のな

い草道を

歩 く事が

多 く な

り、無事

の ゴ ー

ル、皆 さ

んに感謝 したいです。
ゴール近 くの極細の道幅の蓮池通 りは大正時代

から昭和に掛けて県下一賑わつた通 りで、吾妻

町(中央 1～ 4丁 目)に続いていたそ うです。

国鉄千葉駅は今の東千葉駅にあり、京成千葉駅

は中央公園の場所にあつたので、その周辺や通

りが千葉市の中心でした。今のイオンの前身は

扇屋ジャスコですが、その扇屋デパー トは 「き

ば～る」の場所ありました。細い裏通 りには、

まだ千葉市の歴史が息づいているようです。お

疲れ様でした。
コース :①稲毛 なかよし公園→②稲毛区役

所→③千草台公民館→④みつわ台公園→⑤椿森
公園→(東千葉駅)→ (蓮池通り)→⑥通町公園
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水回廊 (印藩沼疎水路)の今昔
C-104高野利太郎

今回はちば歩の皆さんが毎年楽しみにしてい

る水回廊ウォークにまつわる花見川と新り||の歴

史について考えてみたいと思います。この二つ

の河り||は元来別々の流れでした。R「ち花見川区

横戸町辺を分水嶺として北に向かつて新川が印

籐沼に流れます。又西南西に向かつて花見川が

江戸湾 (東京湾)へ流れています。現在この河川

は掘削によつて一本の河川となつていますが、名

称は以然として二つになつています。しかも印格

沼の水は自然に東京湾に流れてくるのではあり

ません。なぜか之が此の文章の眼目です。

さて江戸時代の昔から利根川の水が洪水によ

り印藩沼に流れ込み、周辺の農民は洪水のため

大変な苦難を強いられました。そこで徳川幕府

はこの二つの河川をつないで印藩沼の水を直接

江戸湾に流そうとしたのです。そこで幕府は合計

3回の開削工事を実施しました。

第 1回 日は享永 9年 (1724)平戸村 (現八千代

市)から検見川村 (現花見川区)海岸まで約

17Kmを掘削しようと地主達が計画して、幕府に

願い出たものであり、結果的には資金や人手不

足等により中止になりました。

第 2回 目は安永 9年 (1780)関東地方に大

水害がありました。この時、地元の地主達が印格

沼開削の目論見書を幕府に提出し、老中田沼

意次は積極的に進め、天明 3年 (1783)か ら実

施され先ず利根川と印藩沼の間の堰堤を造り利

根の洪水を止めることとしました。順調に進んだ

が、天明 6年 (1786)の 大洪水で工事現場は一

挙に破壊され失敗しました。

第 3回 目の工事は老中水野忠邦によつて進

められ、工事範囲は前回と同様で、幕府中心の

事業であり、全国で五つの藩に割当られました。

即ち沼津藩 (静岡県)8Km、 庄内藩 (山形県)

2.lKm、 鳥取藩 1.lK m、 上総員渕藩 (本更津

市)4.lK m、 秋月藩 (福岡県)2.lKmでありま

す。工事は天保 14年 (1843)7月 に着工され 11

月竣工の予定で、総工費は 17万 2千両と定

め、毎 日5万人の人夫が動員され突貫工事で行

われました。特に庄内藩は横戸、柏井 FHlの高台

を 3丈 (9m)も深く掘り下げる工事であり土壌

は聞い粘上で、当時の鍬や万能では大変困難

な工事でした。又藩は人夫の調達にも困難を極め出

羽国からも沢山の手伝い人夫 (計 1,350人 )を連れ

てきてなお不足したので江戸の百り||などからも2,500

人以上の人足を雇つています。工事現場では 19人

が亡くなっています。現在でも 16人が横戸町の神光

山明星寺に葬られています。又生活環境は劣悪で

農民は夜具、鍬、簑、笠などを持参して、現場近くに

仮小屋を建てて、屋根は草や茅葺きで雨漏りがする

し、床は板葺き筵(むしろ)で、周囲は簑囲いで、蚊、あ

ぶ、ムカデ、トカゲ等に悩まされ、食事も粗末なもの

でした。

鳥取藩の担当した花島観音下の土質は「ケトウ」と

言う泥土ですぐに水に溶けて掘ってもすぐ崩れてしま

う難工事でした。たまたま天保 14年 (1843)9月 の台

風で工事現場は崩壊し復旧は困難でしたがそれでも

3カ月後には全行程の 7割の工事を終えました。し

かし、FE3 9月 幕府の現場責任者から継続不可能と報

告があり、更に幕府で工事推進役の老中水野忠邦

が失政を理由に解職となり、同月中に工事中の各藩

に工事免除が伝えられ、全工程が中止となりました。

それ以降でも佐倉藩が年貢米の寒川湊への運搬
に、又検見川浜から猪鼻橋まで肥料、薪、甘藷等の

輸送に五大力船を利用していたという記録が残つて

います。

このように 3回の開削工事はすべて失敗に終わり

ましたが、他に印藩沼から鹿島川を利用し千葉町の

河川と繋いで寒川湊へのルート案を考えていたと伝

えられています。この案も実現しませんでしたが、現

代では千葉県水道局がほぼ之に近いルートで印藩

沼の水を取水して柏井浄水場で浄水した飲料水を

多くの千葉市民や他市町の住民に給配水していま

す。又別ルートですが印藩沼から取水し、パイプで運

び京葉工業地帯の進出企業にも工業用水を配水し

ています。

明治時代以降にも種々の対策が取られましたがい

ずれも災害や戦争の影響で工事は中断しました。昭

和 38年 (1963)になって大和田ツト水機場工事と疎水

路工事が着工、昭和 44年(1969)の完成により、始め

て印藩沼の水が花見川を経て東京湾に流れたので

す。実に315年の長きに亘つて続けられた先人の築
いた夢が汗と涙で実現したのです。花島観音を通り

過ぎた頃から急に上り坂となリリ||が低くなつているの

がこの疎水路であります。「皆さん この歴史を思い

出し、水回廊ウォークをしてみてはいかがでしょう」。

今年も Walkingと囲碁で楽しい一年に!1  吉樹 ちば歩会報  322号 P3



※Cは Cリ ーダ行事

2018年 1月 ～

第 177回 野鳥観察ウオーク

担当チーフ:丹羽豊隆 Telo70-5577-2282

実施日:1月 18日 (木)10時 集合 1lkm

集合 :行徳駅前公園(東西線行徳駅徒歩 12分 )

解散 :白 妙公園(東西線妙典駅徒歩 5分)15時頃

野鳥観察舎周辺では、鴨、鴎、オオタカ等が見

られます。行徳地区は、「行徳千軒・寺百軒J

と言われたように寺社仏閣や古い街並みが多

く残っています。家康 (権現様)が東全への鷹

狩りに通つたと伝えられる権現道、商人が往来

した行徳街道、板塀と瓦屋根が残る成田道の風

景からは過ぎ去った歴史と風土を感じさせて

くれます。コース :行徳駅前公園 (ス タート)→
行徳野鳥観察舎 (み どりの国)→福栄スポーツ広

場(昼食)→常夜灯→権現道→徳願寺→江戸川右岸
→成田道→白妙公園 (ゴール)

☆第 178回平 日楽々ウオーク(加曾利貝塚巡り)

担当チーフ:小野岡1生  L:090-5402-7384
実施 日:2月 15日 (本)9時 00分集合 1lKm

集合 :美しの森公園(JR総武線瑯 賀駅」徒歩 3分 )

解散 :若葉区役所前 (JR総武線「都賀駅」

徒歩 10分)14時 30分頃

本年 10月 日本最大級のカロ曾利貝塚が特別史跡に指

定されたのを機会に、南・北貝塚の員層断面観覧施

設、復元集落(竪穴式住居、加曾利E式土器)、 今も残

る縄文時代の景観等の施設見学を行います。加曾利

貝塚周辺の貝塚巡りも行います。コース:美 しの森公

園→荒屋敷貝塚→西光院貝塚→加曾利じゅんさい

池公園→加曾利貝塚 (公園内施設見学・昼食)→
小桜橋→滑橋貝塚→若葉区役所前 (ゴール)

第 179回平日楽々ウオーク(早春の茂原を歩く)

担当チーフ:田 口康光  Ъ:080-3156-7482

実施日:3月 22日 (木)1lKm 10時集合

集合 :高師中央公園GR外房線茂原駅徒歩10分)

解散:千代田公園(JR外房線茂原駅徒歩 15分 )

14時 45分頃

寒冬が予想される中、早春の茂原を歩きます。

豊田川 。一宮り||・ 茂原公園 (「 日本のさくら」

名所百選)・ 藻原寺 (茂原はこの寺の門前町と

して栄えた)の桜に期待します。また徳冨鷹花

の短編「梅一輸」の主人公お馨さんの墓を詣で

ます。

々例会案内|1渡轟酵餞親藤lm準橡颯|■■■

☆千葉歴史探訪ウオークIN市原

担当チーフ:日 向安昭   L:090-8305-6601
実施 日:2月 4日 (日 )9時 30分集合  12Km
集合 :上総更科公園(内房線五井駅徒歩 8分)

解散 :人幡公園(内房線人幡駅徒歩 8分)14時 30分頃

古代上総の歴史を訪ねます。上総の国分寺跡を歩

き、上総国尼寺展示館を見学し(昼食)、 昔の旧道(田

んぼ道)を歩いて八幡公園に向かぃます。
コース:上総更科公園→戸隠神社→上総国分寺跡→上

総国分尼寺(昼食)→釈蔵院→人幡公園(ゴール)

☆2018総会ウオーク

担当チーフ:小野安英 ■L070-5540-7800

実施 日12月 24日 (土) 13:00集合  10Km
集合 :今井公園 (」R蘇我駅 徒歩 3分 )

解散 :蔑川公園GR千葉駅 徒歩 9分)16:30頃
総会後、午後からのスタートなので、あまり遅くならな

いようにします。普段歩かない松が丘、仁戸名、星久

喜等歩きますが、歩道の少ないコースが多いです。
コース:今井公園→石橋記念公園→松が丘いきいき

プラザ→千葉市都市緑化植物園→青葉の森公園→

羽衣公園→霞川公園 (ゴール)

☆特別例会 「第 17回防災ウオーク」若葉区 ※C
担当チーフ:安保壽 ■L:070-5027-4361

実施 日:3月 10日 (土)  1lKm/20Km
参加費 :一律 500円

災害に備えて防災訪1練を取り組んだウオークです。

☆第 21回千葉の水回廊&疎水百選

印藩沼ウオーク ※C
担当チーフ:田 口康光   L:080¨ 3156‐ 7482

実施日 4月 7日 (_Lp 参加費 :一律 500円

1lKm団体歩行 20Km自 由歩行

集合場所 若葉区役所

都賀駅OR総武線

徒歩 10分)

幕張台公園

幕張本郷駅

GR/京成徒歩 12分

集合時間 9時 15分 10障争

ゴ ー
^ル モノレール千城台駅(ラパーク前広場)

ゴール時間は 13時から15時まで

1lKmコースは若葉消防署による救急

救命講習及び地震体験を行います

距離 集合 出発/ 自由歩行 解散 16時頃

30Km 8時 京成酒々井駅東 口 大和田排水

機場 (京成本

線大FEl田駅

徒歩 12分 )

20Km 9日寺 」R佐倉駅北口広場

10Km
lo日寺

新検見川公園

(総武本線新検見川

駅徒歩 2分 )

ちば歩会員 :100円

その他 :300円

参カロ回数 10,30,50,75,100回以

降25回ごとに平 日楽々パスポート

を確認し記念品を贈呈します
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