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２月末の会員数２７５名（継続会員２５０名、新入会員２５名）         ちば歩会報 ３２４号 P1

事務局だより

１．通常総会の開催

通常総会が２月２４日（土）蘇我コミュニティセンターで開催されました。

開会に先立ち、この一年間に逝去された歩友のご冥福を祈り、黙とうが行われました。

総会の定足数１２５名（正会員の過半数）に対して、８０名の参加と１２１名の委任状を頂きました。会長

の挨拶に引き続き、CWA 片山会長と千葉市レクリエーション協会の川村会長から祝辞を頂きました。

田口康光氏が議長に選ばれ議事に入りました。

行事の活動結果、新年度の活動計画、役員体制、定款の変更等につき執行部からの報告・提案があ

り、これらにつき、会員の皆さんから活発な意見をいただき、原案どおり承認されました。

協議議案の「業績改善に向けた制度の一部改訂(案)」のうち

(1)「シニア会員制度の廃止」については承認され、赤バッジは在庫限りにするとの了承が得られました。

(2)「平日楽々ウオークの参加費改定」（100 円から 200 円に改定）については異論が出され、見送りとさ

れましたが、記念品を見直すことについては了解が得られました。

(３)表彰関係では、完全完歩賞受賞者３６名（昨年 度３０名）、完歩賞２５名（同４６名）、新シニア会員１７

名（同７名）、退任役員功労賞 8 名の方の表彰式が行われました。

永年(20 年)会員の対象者はいませんでした。

(4)退任役員及び新任役員（敬称略）

・退任（３名）：神戸正三、小森谷和夫、吉田稔     長年ありがとうございました。

・新任（２名）：嶋野正美、山口冨士夫    よろしくお願いします。

２．JWA 関係の表彰者（敬称略）        

金メダル④・・・石田俊治、石田友美子

スーパーマスターウオーカー③及びエイジウオーカー・・・中嶋久登

マスターウオーカー・・・安倍洋子

３．３０年度新入会員の紹介 （２月末現在２５名）  （敬称略）     積極的にご参加下さい。

C-1922 久下洋子  松戸市上本郷     C-1923 中村享司 千葉市若葉区西都賀

C-1924 小出明子 千葉市若葉区桜木北        

４．Ｔさん（匿名希望）よりご寄付を頂きました。有難うございました。
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私の一句  「ゆったりと曲りて海へ春の川」  武彦            ちば歩会報 ３２４号  P２

                   

通常例会  千葉歴史探訪ウオークＩＮ市原    

担当チーフ：日向安昭

実施日 ；2 月 4 日（日） 天候；晴れ

集合場所 ；上総更級公園 （ＪＲ内房線五井駅

        徒歩 8 分）  9 時 30 分

解散場所 ；八幡公園（ＪＲ内房線

八幡宿駅徒歩 8 分）   15 時 30 分

参加人員；249 名（ちば歩 130 名、なりたＷＣ78 名、  

       他協会 17 名、一般 24 名）

歩行距離：12kｍ

上総国分寺は、過去の例会で歩いたコースなの

で、参加者の具合を心配していましたが、ちば歩やな

りたＷＣ，他協会、一般の方々の多数参加をいただき

ありがとうございました。今回歴史探訪ということでお

昼の時間に合わ

せて国分尼寺の

展示館に時間を

かけた結果、ゴー

ルの時間が 1 時

間近く遅れてしま

い申し訳ありませ

んでした。戸隠神

社は上総で総社神社（いろいろの神様を祀っている）

としては一番大きい神社です。府中日吉神社はこの

地域の鎮守として平安時代からの古い神社です。能

満城跡は戦国時代の城跡です。釈蔵院は室町時代

から千葉氏にも慕われていたお寺（ボランティアの説

明）です。八幡宿に向かう古道も歩きました。興味の

ある方は時間をかけて歩かれたらと思います。コース

設定の時間配分が不十分でした。参加された皆様あ

りがとうございました。

第 8 回 NPO 法人ちば歩こう会 総会ウォーク報告

担当チーフ：小野安英   １１Km

実施日   ：2 月 24㈯      天気：晴れ

集合場所 ：今井公園（内房線蘇我駅 3 分）13:00

解散場所 ：葭川公園（モノレール葭川駅前）16:30

参加者    ：118 名

歩行距離 :11km.

コース概要：今井公園→石橋記念公園→松が丘いき

いきプラザ→千葉緑化植物園→青葉の森公園→葭

川公園

総会ウォークは、出発時刻と場所もほぼ決まってい

て、距離 10Km 強、コースもそう選択の余地が少ない

ので、その意味ではチーフとして苦労しました。大き

な車道に付随した歩道を歩いてもつまらないので、何

度も試行錯誤の末に決めたコースでしたが、道が

狭いとか、坂が多いとかご意見も賜りましたが、初

めて歩いたと言って頂けて、千葉市内でそう言って

頂くのは、幹事とし

ては嬉しいお言葉

です。

当日は、珍しく 3 月

の陽気で、最高の

ウォーク日和でし

た。幹事として心

残りは、今満開の

青葉の森公園の梅林の下での観賞時間は取るべ

きであった事です。申し訳ございません。

トイレ以外休憩時間もなく歩いて頂き、お疲れ様で

した。全員無事ゴールして頂き感謝致します。

第 178 回平日楽々ウオーク「加曾利貝塚巡り」

担当チーフ：小野剛生  １１ｋｍ

実施日  ；2 月 15 日（木）    天候；晴れ  

集合場所 ；美しの森公園 （ＪＲ総武本線都賀駅

        徒歩 3 分）  9 時 00 分

解 散 場 所 ；都 賀 東 公園 （ Ｊ Ｒ 総武 本 線 都賀駅        

徒歩 5 分） 14 時 20 分

参加人員 ；136 名

歩行距離 ：1１kｍ

加曽利貝塚は、日本最大の貝塚で昨年 10 月特別

史跡に指定されたのを機会に、ウオーク中に 1 時

間半の施設見

学を行った。８

名のボランティ

アガイドの協力

を得て班別に

巡回し、ボード

を使っての詳

しい説明を聞

い た 。 貝 層 の

断層施設、竪穴式の住居跡や E 式土器や人骨迄

が出土しているのに驚いた。また、貝塚の周囲が

当時の景観を体験出来て縄文時代の遺跡を大い

に楽しむことができた。ボランティアガイドさんの懇

切丁寧な説明に感謝申し上げたい。今回のコース

は 10 年前に行ったコースと同じ集合場所を予定し

たが、周辺にトイレが無く止む無く周辺の貝塚巡り

を断念し、加曾利貝塚見学をメインにした。天候に

恵まれたので 200 名の参加を見込んだが、総勢

136 名、内ちば歩 108 名の参加数でした。行事は

予定通り無事終えることが出来ました。皆さんのご

協力に感謝いたします。



筋肉減少は肥満を招く！！歩いて体脂肪を減らしましょう。スイマー    ちば歩会報 ３２４号 Ｐ3

           

甲州街道 道中記（２）
（甲府-相模湖 ８４．９ｋｍ） C-００６７ 草野喜雄

今回は甲府より相模湖まで４日の予定である。

途中笹子峠の難所を含むが、勝沼の葡萄畠、猿

橋の奇橋など楽しみもあるコースである。

第二回 第１日目（平成 29 年 10 月 15 日）

（甲府～勝沼）

千葉より「あずさ３号」で大月へ。駅前のホテル

に３泊４日の荷物を預け、次の列車で甲府へ（９

時 46 分着）。駅より 15 分ほどのスタート地点・甲

府本陣跡（推定）へ。雨装備してスタート。鹿の皮

製品などで有名な印伝博物館を見学。降雨激し

く勤労青年センターの一角を借用して昼食。

雨上がりはじめる。石沢本陣は跡碑残るのみ。

笛吹川に平行なブドウ観光園の並ぶ直線道路を

行く。街道となっている日川橋がない。通りがか

った地元の人に聞くと老朽化して取り壊したとの

こと。やむを得ず 100m ほど下流の現在かかって

いる橋を渡り対岸で旧道に戻る。このあたりから

緩いのぼり勾配となり足が重くなる。

本日のゴール勝沼町に着く。本陣・脇本陣の

地の建物は残っているが現在も使用しているの

で現代風に改造され見た目ではここだと分から

ない。勝沼氏館跡を見学する。笛吹川を見下ろ

す城址である。

最寄り駅は２km 位離れた山の中腹にある。勝

沼ぶどう郷駅へバスで向かいＪＲで大月に戻る。

チェックインを済ませ、夕食で盛り上がる。席上、

天候を考えて、予報ではよくなる４日目に難所の

笹子峠越えを当てたら、と提案があり諒解（結果

的に正解）。

第２日目（平成 29 年 10 月 16 日）

（笹子駅～鳥沢駅）

笹子駅 8：50 スタート。白野付近で地図にある

道が無くなっていた。山本周五郎生家 10：50。

堂々とした大きな家。中に入れないため外観の

み見学。下花咲宿本陣跡（星野家）は街道に面

した居住部分と味噌・醤油など製造部分を抱え

ている大邸宅。たまたま外出先より帰宅された奥

さん曰く＜旧家の保存は大変＞とのこと。雨上が

り、宿泊しているホテルで昼食。猿橋では地元の

主婦が説明してくれた。岩国の錦帯橋、木曽の

桟橋と共に日本三奇橋と云うそうな。

第３日目（平成 29 年 10 月 17 日）

（鳥沢駅～相模湖）

今日は（一時小雨で午後より上がる）、名の通

った見どころも少なく比較的地味なコース。鳥沢

宿からすぐ登りにかかる。長い登りの峠を越えたとこ

ろに犬目宿がある。そこから一気に下ると談合坂パー

キングの裏手に出て、やがて野田尻宿に着く。ここは

本陣跡など宿場の面影を残している。いくつかのアッ

プダウンを繰り返して、相模湖畔に着く。湖畔には歩

道がなく交通量も多い。湖畔を避け車の通らない迂

回する山道を探して 16：30 相模湖駅に着く。本日か

なり疲れる。

第４日目（平成 29 年 10 月 18 日）

（勝沼～笹子駅）

本日のコースは予定では２日目に歩くところを天候

不良のため変更した部分である。ホテルを精算して

荷物はコインロッカーに預けＪＲで勝沼ぶどう郷駅まで

行き、バスでスタート地点の勝沼宿の中心部に向か

う。9：00 スタ－ト。緩い登りが続き、戊辰戦争戦場碑

など通過する。また、途中で立ててあった案内板の

古道を少し歩いてみる。

11：00 笹子峠の登り口鶴瀬宿をスタート。車道と重

なっているため勾配は緩いが九十九折の登り道が続

く（車道は峠直下のトンネルにつながっている）。途中

車道から別れて昔の旅人が通った道を歩く。車道より

勾配がきつく、苔むした石の道。何筋かの沢を超え

る。丸太橋を渡り、やっとトンネルの100m位手前の車

道に出る。トンネルの長さは 200m ほどで出入口のあ

かりが見える。トンネルを通るか、トンネル上の峠を越

すか、希望者で分かれ、トンネルの向こう側で合流し

昼食とする。ここからは下る一方のコースだ。途中、

矢立の杉の巨木を見学し（杉良太郎の歌も聞ける）、

笑う膝を押さえながら笹子駅にゴールした。泊りがけ

のコースは今回で終わり、次回からの相模湖以東は

千葉からの日帰りウオークでチャレンジしたい。

参加者：相浦静代、伊藤隆之、小野剛生、

平山武彦、松浦榮子、松崎あさ子、草野喜雄（文責）

猿橋の奇橋



※C は C リーグ行事

あるきめです次回発行日 ４月７日（土）                     ちば歩会報 ３２４号 P４

例会案内 ２０１８年(平成３０年)４月～６月

☆特別例会 第 21 回千葉の水回廊＆疏水水百選

印旛沼ウオーク ※C

担当チーフ：田口康光   ℡：080-3156-7482
実施日 4 月 7 日(土) 参加費：一律 500 円

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

線大和田駅

徒歩 12 分）

２０Km 9 時 JR 佐倉駅北口広場

１０Km

10時

新検見川公園

（総武本線新検見川

駅徒歩 2 分）

今回で２1回目を迎える「千葉の水回廊ウォーク

＆疏水百選 印旛沼ウォーク」は、心地よい自然

に触れながら歩きを楽しむことにより、参加者の

心身の健康を増進するとともに食糧生産だけで

はなく、私たちの県土や環境の保全に重要な役割

を果たしている疏水や農業・農村への理解を深め

るために行っているもので、前回は２００人を超

える参加者がウォーキングを楽しまれました。

☆特別例会 皆でイヤーラウンドを歩こう  ※C

担当チーフ：大岩成徳    ℡：090-7245-8106

実施日：５月１３日(日) 団体歩行途中より自由歩行

A コース(１６Km) D コース（１０Km）

集合場所

解散場所

通町公園    参加費：一律 300 円

(JR 千葉駅徒歩 10 分)

集合時間 9 時 10 時

イヤーラウンド 2 コース（A コース・D コース）を選び

途中まで団体歩行、それ以降自由歩行で地図を見

ながらマイペースでゴールします。

ゴールでは 14 時 30 分迄まで待ちます。多くの参加

をお待ちして居ります。

☆例会紫陽花鑑賞ウオーク

チーフ幹事：加藤芳行    ℡：090-3408-6603

実施日  6 月 23 日（土）  9 時集合 11 Ｋｍ

集 合：上総更級公園（ＪＲ内房線五井駅 徒歩 8 分）

解 散：上総更級公園（ＪＲ内房線五井駅 徒歩 8 分）

１４時３０分頃

３ｋｍ続く公園の途中で紫陽花の間を歩きます。可

憐に咲く姫クチナシも満開で探してみましょう。その

後、稲荷台古墳など古代遺跡群を巡ります。稲荷台

古墳から日本最古の銘文入り鉄剣を出土していま

す。

コース：上総更級公園→五井北緑道→稲荷台古墳

→国分寺中央公園（昼食）→瓦窯跡→神門古墳→

七重塔礎石→上総更級公園

平日楽々ウオーク案内２０１８年３月～５月

参 加 費 ちば歩会員：100 円  

その他：300 円

表   彰 参加回数 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

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   ℡：080-3156-7482

実施日：3 月 22 日(木) １１Km 10 時集合

集合：高師中央公園(JR 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・一宮川・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。また徳冨蘆花

の短編「梅一輪」の主人公お馨さんの墓を詣で

ます。コース：高師中央公園→茂原市役所→茂原

公園→藻原寺→市立図書館→妙楽寺（お馨さんの

墓）→スーパー・ガッツ→千代田公園

第 180回平日楽々ウオーク

「海浜幕張の花を愛でる」

担当チーフ：立川富佐子 ℡：080-3492-1041
実施日：４月 26 日(木)10Km  9 時 30 分集合

集合：真砂中央公園（京葉線検見川浜駅から７分）

解散： 幕張海浜公園花時計前

(京葉線海浜幕張駅徒歩５分 13 時 30 分頃
春の爽やかな風を感じながら、ビルの谷間に咲く素敵

な花の芸術を見て下さい。つつじやさつきの綺麗な花

が皆さんをお迎えしてくれる事を、期待しています。

（花は気まぐれ・・今年はどうでしょうか？）コース：真砂

中央公園→若葉立体交差点（トイレ）→神田外語大→

三井ビル→NTT 屋外広場（表彰式）→メッセモール（ト

イレ）→国際展示場内（昼食）→幕張海浜公園→美浜

園→幕張海浜公園花時計の有る広場ゴール

第 181 回平日楽々ウオーク

「モノレール周辺を歩く」

担当チーフ：佐藤芳雄  ℡：090-1507-6803

実施日：5 月 24 日(木) １２Km  9 時集合

集合：通町公園（JR 総武線 千葉駅徒歩 10 分）

解散：美しの森公園（JR 総武本線

都賀駅 徒歩 3 分）  14 時 30 分頃
千葉都市モノレール沿いに新緑の市内を歩きます。

コース：通町公園（スタート）→稲毛区役所→千葉県総

合スポーツセンター→モノレール基地周辺→美しの森

公園（ゴール）


