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２月末の会員数２５７名（継続会員２４７名、新入会員１０名）         ちば歩会報 ３３６号 P1

事務局だより

1.通常総会の開催

第９回ちば歩こう会の通常総会が２月２３日に開催されました。

開会に先立ち、この一年間に逝去された歩友を偲び、黙とうが行われました。総会の定足数１１６名

（正会員の過半数）に対して、８４名の参加と１０５名の委任状を頂きました。

会長の挨拶に引き続き、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。また、日向

安昭氏が議長に選ばれ議事に入り、行事の活動結果、会計決算報告、役員体制、定款の改訂につき

各担当総括から報告・提案があり、原案通り承認されました。今回は、役員の任期満了に伴う改選が

行われ、理事１８名（再任１６名、新任２名）監事２名が選任され、理事２名、監事１名が退任しました。

総会後の臨時理事会で役職が審議され、会長に中村建策、副会長に安保壽、事務局長に丹羽

豊隆、常任理事に田口康光・中嶋久登・日向安昭・遠藤吉樹・大岩成徳の各氏が選任されました。

各議案の概要は次の通りです。

（１）年 25 回の行事参加者は、会員減にも拘わらず、１０４％の微増となりました。

（２）決算収支については、今年度に続き、来年度も黒字の見込みである。

（３）シニア会員制度廃止に伴う定款、細則の改訂についての了承が得られました。

（４）「設立３０周年記念事業実行委員会の設置」については了解が得られました。

（５）表彰関係では、完全完歩賞受賞者２４名（昨年 度３６名）、完歩賞３０名（同２５名）、赤バッジ受

賞者１３名（同１７名）、退任役員功労賞１名の方の表彰式が行われました。永年(満２０年)会員認

定者は７名でした。

（６）退任役員及び新任役員（敬称略）

退任（３名）：加藤芳行、佐藤成子、山口冨士夫            長年ありがとうございました。

新任（２名）：鬼島正和、松本 茂、 監事（１名） 田中隆英   よろしくお願いします。

なお、満８０歳に成られた方への「赤バッジ授与」は、今回で終わりとなりました。

２． ＪＷＡ関係の表彰者   おめでとうございます。これからも更なる挑戦を

金メダル⑤ ・・・ 熊野 欣司 （敬称略）

３．新入会員の紹介 （２月末現在１０名） （敬称略）  積極的なご参加を期待します。

C-19４０ 斎藤 道義  佐倉市西志津     

C-19４１ 尾崎 博   千葉市美浜区真砂

４．防災ウオークについて

２００２年（平成１４年）８月の猛暑の中で始めた防災ウオークは、今年で１８回目となります。当初

は錦糸公園、上野公園、東京駅等を起点としていましたが、近年はＪＲ市川駅、ＪＲ佐倉駅等が起点

となっています。最近では、千葉市の６区を回り消防署の協力を得て、救命講習を続けています。今

年は６番目の「稲毛区」です。６区を完歩された方には、完歩賞を授与いたします。ご期待ください。

楽しく親しく元気よく歩こう
発行 NPO 法人ちば歩こう会

260-0833 千葉市中央区稲荷町 3-16-1 丹羽方
Tel 070-5577-2282 Fax043-268-1539

E-mail toyo-niwa@jcom.zaq.ne.jp
郵便振替口座 00150-3-318752

ホームページ http://chibahohp.sakura.ne.jp
編集責任者：中嶋、日向、丹羽



※はⅭリーグ行事

私の一句  「菜の花や風に乗り継ぐ無人駅」  育子            ちば歩会報 ３３６号  P２

☆総会ウオーク

担当チーフ：佐藤 芳雄
実 施 日：２月２３日（土）  天候：晴れ

集合場所：今井公園（ＪＲ内房線蘇我駅）

１３時００分

解散場所：吾妻公園（ＪＲ総武本線千葉駅）

１６時３０分

参加人数：１２７名（ちば歩１０９名）

歩行距離：１１ｋｍ    

午前中開催された第９回通常総会は遅滞なく終了

し、例年通り午後からのスタートとなりました。

前日までの雨の予報から一転し快晴で春の陽気と

なり絶好のウオーキング日和となりました。

今井公園を

出発し松ケ丘

公園、仁戸名市

民の森、川戸市

民の森、支川都

川、緑化植物

園、都川、吾妻

公園と千葉市

中央区の緑を

楽しめる良い

コースです。

実はこのコースは５年前総会ウオークとして計

画されたのでしたが、当日は大雪となり全行程の

実施は断念した経緯があります。

今回は好天

の下実施でき

て、参加者から

良いコースだ

とお褒めの言

葉をいただき

ました、また５

年前このコー

スを設定した

役員からも感謝されました。皆様のご協力で無事

の終えることができました。

第１８９回平日楽々ウオーク「中山のひな祭り」

担当チーフ：中嶋 久登  

実 施 日 ；２月２８日（木）    天候；小雨  

集合場所 ；天沼弁天池公園 （ＪＲ船橋駅徒歩５分

京成船橋駅徒歩 10 分）１０時００分

解散場所；奥之院（京成中山駅徒歩２０分

ＪＲ下総中山駅徒歩３０分） １２時２０分

参加人員 ；８４名（ちば歩６４名）

歩行距離 ：１２Km(実質９kｍ)

中山法華経寺との相性がちば歩の場合ことごと

く悪い。数年前の時は大雨、初詣では、大雪と今

回が３回目だが雨にたたられた。それでも小雨で

多少は助かった。ここ数日は天気予報との睨めの

時間が多かった。急遽ショートコースをつくり下見し

た。実施日の前日２７日の予報では、午前中は曇り

で 12 時ころより雨となっていて多少の期待をもって

臨んだが実際には朝方より雨。がっかり。

それでも８４名の参加者を得て、今回はショート

コースで奥之院にて解散する旨伝え、天沼弁天池

公園をスタート。日枝神社で左折してショートコー

スに入った。途中何度も信号にかかり、それも手押

し信号で列詰めすることが多かった。

紅梅や万作、柊の花を所々で見ることができた。

約４Km を歩き

行田公園でト

イレ休憩をし

た。 １１時 ３０

分に公園を出

発。中山競馬

場 を 横 目 に

し、交通 量も

多くなく車との

すれ違いも少なくスムースに歩行できた。

奥之院には１２時１０分に到着。アンカーの到着

時間まで奥之院の七段飾りのお雛様を外から観賞

していた。靴を脱がなければならずこの雨の中を歩

いてきた格好では無理があった。全員雨の中、無

事歩くことができご協力に感謝します。

奥之院で解散式を行い残りのコースは、自由歩

行で楽しんだ戴くことにした。中山法華経寺、清華

園、参道の商店街のお雛様や吊るし雛を観賞でき

た。

遅延聴く改札口の内裏雛

奥之院雨の砂利踏む二月尽

ひな壇の一段ごとの役目かな



出来る時に出来る事を精一杯楽しくやろう 久登              ちば歩会報 ３３６号 P3

           

退任・新任役員からのメッセージ
役員退任挨拶

コース作りあれこれ    Ｃ-１６７９ 加藤 芳行

６年間で、ウオーク担当を５回担当しました。振

り返ってみますと、①あるきめですの掲載原稿が

4 ヵ月前締切のため、花（桜）の時期と 1 週間ず

れてしまったり、②下見の時にはあつた植物（紫

陽花）を移設した後だつたり、③道路凍結のため

コースを変更したりと、いろいろありましたが、ウ

オーカ皆様の協力ありがとうございました。残念

だったのは、ゴール手前で事故があつたことで

す

あと２ケ月足らず平成とさよならします。新元号

は、ちば歩こう会の５月例会「花水木ウオーク」と

共に幕が開きます。千葉駅から内房線で２０分程

度のほど良い近さですので街路樹の花の下を一

歩一歩歩きながら新元号を祝いましょう。

初めてのコース作り    Ｃ-１７０７ 佐藤 成子

理事になって初めての行事担当が総会ウオ

ークでした。トイレ・距離・ゴール・雨の場

合を考えたコース作りの下見は、時間を替え、

散歩の人から情報を得たり、珍しい犬腫や川

蝉にも出会い、一期一会ならぬ一歩一会でし

た。

コースの完成は残暑の頃でした。担当者３

人で１回、２回と歩き、地図の印刷も済み３

回目の下見は実施日２日前でした。数日前の

雪が道端を塞ぎ歩行できず大幅にコース変

更。しかし総会当日の朝も雪です。出発直前

にコースを決め安全なバス道路を歩きまし

た。

参加者も少なく、残った地図の重かった事

を思い出します。ウオークは天気が良ければ

すべて良しですね。皆さんにお世話になり、

勉強の 6 年間でした。

仕事は終わりますが C－0542 山口 冨士夫

昨年４月に監事に指名されてから１年間で

退任することになりました。聴力が低下して

会議での発言が聞き取りにくくなりました。

大事な場面で間違えては大変なので、お願い

して退任を許して頂きました。

在任中にやったことは就任と退任の挨拶文

を書くことくらいでした。関係者の皆さんに

はお手間をとらせただけで、申し訳ありませ

んでした。

役員の仕事は終わりますが、歩きは今でも楽し

いので、ちば歩の行事には今までと同じく参加し

たいと思っています。相変わらずお付き合い下さ

い。よろしくお願いします。

役員新任挨拶

健康長寿を分かち合いたい  C-1926 鬼島 正和

ちば歩こう会会員の皆様、鬼（おに）の鬼島で

す。よろしくお願いいたします。

安心安全な会の運営に積極的に取り組み、会員

の皆様が楽しく会に参加できますよう尽力いた

しますので、よろしくお願いいたします。

また、会の新たな取り組みがあれば、より盛会

となるよう真摯に向き合いたいと思います。「健

康長寿」、「日常と非日常」を皆様と分かち合いた

いと思います。あらためてよろしくお願いいたし

ます。

ウオーキングを楽しみましょう Ｃ-１９１３  松本 茂                  
会員の皆様 、今年度より理事をさせていただ

きます松本です。どうぞよろしく。稲毛区長沼町

在住てす。

以前、千葉市ことぶき大の歴史散歩に参加した

折りにウオーキングにも興味を持ちました。ちば

歩のスローガンとマナーに心がけて、みんなでウ

オーキングを楽しみましょう。そして理事のこと

も習得してゆきたいと思います。皆様ご指導の程

よろしくお願いします。

思い出のコットンマフラー  Ｃ－０８３２ 田中 隆英

このたび監事に選任されました田中です。よろ

しくお願いします。

私は「ちば歩こう会設立１５周年と２０周年の

記念品部会長」を担当させていただきました。特

に、１５周年は初めての経験でしたので、部会員

の意見を聞きましたが、まとめきることができ

ず、お付き合いのある「日歩協」の茅根センター

長に相談し、コットンマフラーを記念品に決めま

した。

男性はレンガ色、女性はワインレッド色とし、

シンボルマークのピーナツも入れて発注しまし

た。ところが、発注先の社長が急逝し納品できな

くなり、別の業者に手配したところ、式典の３日

前に商品が届き、600 人の人達にお渡しすること

ができました。これが好評で多くの人が今なお着

用してくれており、うれしい限りです。



※C は Ç リーグを示す

あるきめです次回発行日  ４月６日（土）                    ちば歩会報 ３３６号 P４

例会案内 ２０１9 年３月～６月

✩幕張ウオーク（幕張から稲毛海岸へ）

担当チーフ：大岩成徳  ℡：０９０-７２４５-８１０６

実施日：３月１６日(土)

距離 集合 解散

12Km

幕 張 海 浜 公

園(JR 京葉線

海 浜 幕 張 駅

徒歩１０分)

９時３０分

高洲公園(JR 京葉線稲毛

海岸駅徒歩５分)

１４時３０分頃

7Km

検見川浜駅(JR 京葉線検見

川浜駅徒歩１分)１２時１５分頃

コース：海浜幕張公園→浜田川→マリンスタジアム→

幕張海岸→美浜大橋→ヨットハーバー→花の美

術館（昼食）→稲毛海岸→高洲公園

☆特別例会 第２２回千葉の水回廊＆疏水百選※C

  印旛沼ウオーク  参加費：会員４００円他５００円

担当チーフ：田口康光    ℡：０８０-３１５６-７４８２

実施日：４月６日(土) 自由歩行 １０Km コース５００選

距離 集合時間      集合場所 解散場所

３０

Km
８

時

京成酒々井駅東口広場
(京成本線酒々井駅徒歩 1 分)

大和田排

水機場(京
成本線大

和田駅１２

分)ゴール

対応16時

迄

２０

Km
９

時

JR 佐倉駅北口広場(JR 総

武線北口徒歩 1 分)
１０

Km
１０

時

新検見川公園（JR 総武線

新検見川駅徒歩２分）

☆成田空港周辺ウオーク      自由歩行

担当チーフ：伊藤隆之   ℡：０９０-２３１８-５３６１

実施日：4 月２８日(日) 10 時集合   １１Km

集合：側高神社(JR 成田線空港第２ビル駅、京成本

線空港第２ビル駅から徒歩１５分、駅改札から集合場

所へご案内します)JR 千葉駅８：５１発成田空港行快

速または京成津田沼駅８：４９発成田空港行特急に

乗車ください。解散：側高神社 １２時～１４時
コース：側高神社→十余三東雲の丘→十余三トンネル→

ナリコークリーンセンター→東峰トンネル→側高神社

☆市原の花水木ウオーク

担当チーフ：田口康光   ℡:080-3156-7482

実施日：５月６日(祝・月）９時集合 １０Km

集合：姉崎駅西口１号公園(JR 内房線姉ヶ崎駅徒歩２分）

解散：上中里公園（ＪＲ内房線五井駅徒歩３分）

昼食無しで歩きます 12 時 30 分頃ゴール

☆佐倉城址の花菖蒲観賞ウオーク

担当チーフ：遠藤吉樹    ℡：080-6543-8508

実施日：6 月 16 日(日) 9 時 30 分集合 11Ｋｍ

平日楽々ウオーク案内 ２０１9 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 回以降２５

回ごと 200 回まで平日楽々パスポ

ートを確認し記念品を贈呈します

第１９０回平日楽々ウオーク

「若葉区と四街道市の市境を歩く(しだれ桜)」

担当チーフ：三枝勝雄 ℡：０８０－５０２８－２３４３

実施日：３月２８日(木) ９時１５分集合 １２Km

集合：四街道中央公園(JR 総武線 四街道駅徒歩８分)

解散：千葉都市モノレール千城台駅 １４時頃

千葉市若葉区と四街道市の市境を歩き、四街道

市吉岡にある福星寺(ふくしょうじ)のしだれ桜を見

学します。このしだれ桜は樹齢約３７０年余りで目通

り周囲３．３メートル 樹高１４メートルで素晴らしい

花を咲かせます。コース 中央公園🚻 →総合公園

🚻 →福星寺（しだれ桜）→下田農産物直売所🚻
（昼食）→鷹の台公園🚻 →千城台駅

第 191 回平日楽々ウオーク

  神田川・日本橋川の橋巡り   自由歩行

担当チーフ：日向安昭 ℡：090-8305－6601

実施日：４月１８日(木）9 時 30 分集合１１Km

集合：両国国技館前(JR 総武線両国駅徒歩２分）

解散：清澄庭園前(営団地下鉄半蔵門線

清澄白河駅徒歩 5 分）ゴール時間 14 時まで

コース：国技館前公園→両国橋→万世橋→お茶の

水橋→小石川橋→俎橋→神田橋→日本橋→茅場

橋→清澄庭園公園

第 192回平日楽々ウオーク習志野の戦跡を訪ねて

※C

担当チーフ：小野安英  ℡：070-5540-7800

実施日：5 月２３日(木)9 時 30 分集合 10Ｋｍ

集合：実籾 1号公園（京成本線 実籾駅徒歩 3 分）

解散：八幡公園(京成本線京成大久保駅徒歩７分）

    14 時 30 分頃
コース：実籾 1 号公園→ドイツ捕虜収容所 オーケストラ

の碑→総合教育センター→支那囲壁砲台→（鉄道演習

線跡のハミングロード歩行→鉄道演習線跡の説明板・

有森裕子記念碑→実花公民館→大久保公民館・公園

(昼食)→秋山好古の銅像・お休みどころ(日露戦争関連

写真)→騎兵第 13 連隊記念碑(東邦大学)→騎兵第 14

連隊記念碑(日大生産工学部)→市民プラザ大久保

集合：物井駅前広場(JR 総武本線物井駅徒歩１分）

解散：JR 佐倉駅前(JR 総武本線佐倉駅徒歩１分)

14 時ころ     昼食地：歴博芝生広場


