
 

         
★本部 会長 川上幸雄 柏市豊四季２１７－４２ ０４－７１４３－２４９７    （会報）  川上会長宅 又は、他役員 

        １月例会（平成２２年 ●第１回例会  通算３４５回例会    ●行事通算３６７回） 
（注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

１月行事のご案内 

新宿山の手七福神めぐり、今年も福を招こう 
 

七福神は幸福を招く信仰として広がったもので、全国にご当地七福神めぐりがあり、都内では隅田川、谷中、

浅草などが有名です。新宿山の手七福神は小規模の寺、神社が多く又都心の為かあまり知られていません

が道中それなりに風情があります。今回は番外として花園神社、東京大神宮神社にも立ち寄ります。 

都庁第一庁舎で解散後展望台（無料）をお勧めします。 

なお平成２２年度の総会を行い、会員の更新手続き並びに新規会員の受付をさせて頂きます。 
 

【記】 

【期    日】  平成２２年１月１０日（日）  （小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分  （時間厳守） 

【交 通 費】  （往）柏駅―飯田橋駅５４０円   （復）新宿駅―柏駅６２０円 

【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費300円を納入して下さい。但し小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約９ｋｍ］ 

柏駅～飯田橋駅（下車）～東京大神宮～神楽坂～善国寺（毘沙門天）～経王寺（大黒天）～厳島神

社（弁財天）～法善寺（寿老人）～永福寺（福禄寿尊）～鬼王神社（恵比寿）～花園神社～大宗寺（布

袋尊）～都庁第一庁舎（解散）～新宿駅～柏駅 

 

（今月の担当） 

桑門 靖明 

04-7173-7965 

川上 幸雄 

04-7143-2497 

大学  敏子 麻生 隆徳 本棒 達巳 栗原 邦子 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 

１１月例会（武蔵嵐山渓谷、紅葉を訪ねて）報告 

参加人数１６４名（会員８３名、一般参加８１名）

 おだやかな一日、これ以上無いコンディションの中、

武蔵嵐山駅に降り立ち、嵐山渓谷を多くの方々と歩きま

した。武蔵野の面影が残る雑木林を過ぎると渓谷に出ま

した．槻川橋からの眺めはまさしく嵐山（あらしやま）。

食事のあとは、うっすらとした紅葉とみどりの山とのコ

ントラストを楽しみながら渓流沿いを里山歩き。すばら

しいコース、山々にかこまれた「静かな里の秋」を満喫

した11月例会でした          （担当幹事）

会員ご入会のお願い 
※ 柏市歩こう会の会員にご希望の方は１月例会
後に受付をさせて頂きます。入会金１０００円、
年会費２５００円、計３５００円の納入を宜しく
お願いいたします。 

年会費更新のお願い 
※ 年度制より年間制の切換えの年度ですので今
年は１月例会後の総会で会員の更新手続き（２５
００円）をお願いします。会員の皆さんのご協力
何卒よろしくお願い申し上げます。 

（会長）

交通安全を励行し健康で元気に歩きお互いの親睦を計りましょう。 

平成２２年(20１0) 

会報１月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3４５号平成２１年１２月１３日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



２０１０年１月１０日（日）くもり、晴 “柏市歩こう会“新宿山の手七福神、今年も福を招こう” 

今回も、参加者２０６名（会員９１名、一般参加１１５名）の大盛況 

ここ毎年１月は、七福神参りを恒例としていますが、２００名を越した事は数少ないです。新宿山の手七福神は、   

あまり有名でなく、行った事がない人も多く、また久し振りに朝日新聞“ちばマリオン”欄に掲載されたこともあり、

遠くは習志野、船橋、千葉市、白井市、印西市、市原市、東京から参加された方もおりました。早くから役員は受付

に忙しく、２２０部用意した印刷物も無くなり、参加者十数名に渡せず後日発送という嬉しい悲鳴。前日９日念の為

“東京大神宮”に確認しに行きましたら凄い人ごみ、明日が心配でしたが、当日は早い時間帯の為か無事予定通りに。

散策中１～２名の方が転び膝を少し打ちましたが大過なくひと安心。解散は都庁広場で、その後今年の更新手続きと

新規会員の受付を済ませ、平成２２年の“柏市歩こう会”が無事始まりました。 

（以下スナップ写真） 

   
新宿御苑前の休憩           経王寺（大黒天）              大宗寺（布袋尊） 

   

永福寺（福禄寿尊）への軽い坂道       新宿御苑前の休憩             若松地域センター前休憩 

   

善国寺（毘沙門天）への神楽坂通り      善国寺（毘沙門天）              花園神社 

   
永福寺（福禄寿尊）           善国寺（毘沙門天）          大宗寺（布袋尊） 



 

         
★本部 会長 川上幸雄 柏市豊四季２１７－４２ ０４－７１４３－２４９７    （会報）  川上会長宅 又は、他役員 

        ２月例会（平成２２年 ●第２回例会  通算３４６回例会    ●行事通算３６８回） 
（注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

２月行事のご案内 

山手線ぐるりと一周ウォーク（上野～新宿まで） 
 

山手線は今年で１０１年を迎え、東京の“どまん中“円をつくってぐるりと回り、一周約３５ｋｍ２９駅を

６０分余りで運行し、一日約３６０万人が利用する路線です。今ある全駅は明治、大正、昭和にわた

って開業、一番古い駅は品川駅の明治５年、新しい駅は西日暮里駅の昭和４６年で全駅が開業す

るまで１００年を要したことになる。２月の例会より３回に分けて山手線沿線を歩きます。第１回目は

山手線の内廻り方向、上野～新宿までの沿線の名所を訪ねて散策します。 

早春の都会を皆さん元気にウォークしませんか。 

【記】 

【期    日】  平成２２年２月１４日（日）  （小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分  （時間厳守） 

【交 通 費】   柏駅―上野駅４５０円   新宿駅―柏駅６２０円 

【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費300円を納入して下さい。但し小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約１４ｋｍ］ 

柏駅～上野駅（下車）～鶯谷～日暮里～西日暮里～田端～駒込～巣鴨～大塚～池袋～目白～  

高田馬場～新大久保～新宿（解散）～柏駅 

 

（今月の担当） 

川上 幸雄 

04-7143-2497 

濱口 隆 

090-1205-3551 

原口 義孝 麻生 隆徳 本棒 達巳 岡本 昇 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 

１２月例会（紅葉の鎌倉散策）報告 

参加人数１８７名（会員８１名、一般参加１０６名） 

人気の鎌倉、葛原岡ハイキングコースと大仏ハイキングコ

ースを多くの参加者と共に歩きました。浄智寺脇から紅葉

がちらほら残るコースに入り、源氏山公園で昼食後、銭洗

い弁天、佐助稲荷を経て大仏ハイキングコースへ。登り、

ぬかるみ、段差のある階段がありながらも、皆さん元気に

完歩しました。尾根から観る初冬の鎌倉は紅葉も所々残

り、風情を楽しめました。大仏様に一年の無事を感謝しつ

つ家路についた１２月の例会でした。（担当幹事） 

永年会員の表彰のお知らせ 
新しき年を祝い、今年も皆さんと共に楽しい  
歩こう会にと役員一同努めますので何卒宜しく 
お願い申し上げます。 

※小島シゲ子、大胡文子さんのお二人が永年に亘り
柏市歩こう会の会員として協力下さった方です。
今後も柏市歩こう会発展の為に参加協力お願いし
ます。 

※柏市歩こう会の会員になりたい方は３月の例会ま
で受付をしておりますので、入会金 1000 円、 

 年会費 2500 円の納入をお願いします。 （会長）

交通安全を励行し健康で元気に歩きお互いの親睦を計りましょう。 

平成２２年(20１0) 

会報２月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3４６号平成２２年１月１０日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



２０１０年２月１４日（日）晴、気温１０度、柏市歩こう会“山手線ぐるりと一周（上野～新宿）” 

参加者１９３名（会員８３名、一般参加１１０名）の大盛況。 

山手線一周ウォーク第一回目。大勢の参加予想にたがわず朝から受付に大忙し、上野西洋美術館脇の陽だまりの小道

で朝礼、輪王寺と将軍家綱、綱吉、篤姫などの霊廟がある寛永寺、谷中慶喜の墓などを見学しながら、基本的には   

山手線に沿っての散策です。途中巣鴨の「とげぬき地蔵」この日は「４」の日の縁日で大変混雑しておりました。 

池袋サンシャインビル広場で昼食、６０分の休憩時間を利用し、各自広場でお弁当を広げる人、ビルに入って時間を

有効に使う人など色々 でした。池袋駅近くの賑やかな歩行者天国を通り、鬼子母神で今日何回目かのお参り、ご利益

があります様に。学習院大学前に出、高田馬場、新大久保駅をぬけ新宿歌舞伎町近くの公園で解散。途中案内に不慣

れがありましたが、都心を大勢で散策したにも関わらず、ご協力により無事皆さん元気で帰路につきました。 

（以下スナップ写真） 

   

   走行中の山手線             西戸山公園トイレ待ち           西戸山公園、最後の休憩 

   
  西日暮里駅近辺の公園で         池袋サンシャインビル広場           池袋サンシャインビル階段 

   

田端駅近辺歩行中               西戸山公園、最後の休憩         駒込駅近辺歩行中 

   
池袋サンシャインビル広場から集合場所     西日暮里駅近辺の公園で           池袋サンシャインビル広場 



 

         
★本部 会長 川上幸雄 柏市豊四季２１７－４２ ０４－７１４３－２４９７    （会報）  川上会長宅 又は、他役員 

        ３月例会（平成２２年 ●第３回例会  通算３４７回例会    ●行事通算３６９回） 
（注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

３月行事のご案内 

山手線ぐるりと一周ウォーク（新宿～品川まで） 
 

花の便りも各地できこえてくる季節。東京都心をぐるぐる回る山手線ウォーク第２回目。 

新宿から品川にかけては、山の手と下町の境を走り、路線を地形に合わせて大きく曲がっている

所もあり、左側は山の手、右側は下町と対称的です。副都心新宿を後に都会の貴重な森、明治

神宮、代々木公園、五反田で一寸寄り道し池田山へ、正田邸跡の「ねむの木公園」などに、昔と

変わった山手線の街並を見て、３月の例会も都会の春を皆さん元気に散策して下さい。 
 

【記】 

【期    日】  平成２２年３月１４日（日）  （小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分  （時間厳守） 

【交 通 費】   柏駅―新宿駅６２０円  品川駅―柏駅６２０円 

【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費300円を納入して下さい。但し小学生以下は無料です。 

 
コース案内［歩行距離約１３ｋｍ］ 

柏駅～新宿駅（南口下車）～代々木～原宿～渋谷～恵比寿～目黒～五反田～大崎～品川（解散）～柏駅 
（今月の担当） 

濱口 隆 

090-1205-3551 

川上 幸雄 

04-7143-2497 

原口 義孝 麻生 隆徳 桑門 靖明 岡本 昇 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 

１月例会（新宿山の手七福神巡り）報告 

参加人数 208 名（会員 93 名 一般参加 115 名） 

 新しい年を迎え、雲ひとつ無い青空のもと、200 余名

の参加者と飯田橋東京大神宮から新宿七福神と花園神

社を巡り、都庁まで元気に楽しく歩きました。七福神は

歓楽街にありながら、新宿のイメージとは違う、なにか

しらほのぼのとした暖かさを感じさせてくれました。今

年一年毎月の例会で、皆様の笑顔と元気に会えますよう

役員一同頑張ってまいります。よろしくお願いします。

（晴）気温１０度     （担当幹事） 

お知らせ 
※ 例会時の安全歩行のお願い 

２月より５月迄の例会（山手線一周ウォークと江 
戸東京下町散策、日本橋深川界隈）は都内を歩く
為、信号等が多く、団体での歩行が困難な所が多
くなります。各要所・交差点で役員が案内・誘導
しますので参加者の皆さん十分に気をつけて
歩行をお願いいたします。また、一般の通行人、
自転車、自動車にはくれぐれも注意して、他の方
の通行の妨げにならないようお願いします。 
                 （会長） 

交通安全を励行し健康で元気に歩きお互いの親睦を図りましょう。 

詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwaarukoukai.hp.infoseek.co.jp/ をご覧下さい。 

平成２２年(20１0) 

会報３月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3４７号平成２２年２月１４日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



２０１０年３月１４日（日）晴、気温１１度、柏市歩こう会“山手線ぐるりと一周（新宿～品川）” 

参加者２２８名（会員８７名、一般参加１４１名）の大々盛況。 

山手線一周ウォーク第二回目。人気上昇故に前回をうわまわる沢山の参加者があり、嬉しい悲鳴。会報をもっと余分に

用意しなくてはと、本当に有りがたく感謝で一杯です。新宿南口～小田急サザンタワー２階広場で朝礼～明治神宮では

結婚式のお嫁さんを見ながらのお参り、人種様々な大勢のお参り客もみうける。暫く来てないと変化激しい若者の街渋

谷を通り恵比寿、サッポロビールがある“えびすガーデン”で楽しい昼食。五反田駅近く寄道をし、皇后陛下美智子様

の旧正田家、石の門柱だけが残されており、他は“ねむの木の庭“として花の沢山ある公園になり開放されており、    

池田山という高級住宅街の一角に位置します。大崎を通り過ぎ、御殿山通り、御殿山公園を抜けて解散。品川駅へ。 

いよいよ次回４月は（品川～上野）の最終コーナーです。是非皆さん参加して都心の春を楽しんで下さい。 

（以下スナップ写真） 

   

    明治神宮で            えびすガーデン昼食         恵比寿駅近辺 

   

   御殿山公園近辺          池田山旧正田家前           代々木体育館近辺 

   

   山手線線路脇           池田山旧正田家前          明治神宮参道脇休憩所 

   

 旗を持っての誘導           代々木公園近辺散策風景         走行中の山手線  



 

         
★本部 会長 川上幸雄 柏市豊四季２１７－４２ ０４－７１４３－２４９７    （会報）  川上会長宅 又は、他役員 

        ４月例会（平成２２年 ●第４回例会  通算３４８回例会    ●行事通算３７０回） 
（注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

４月行事のご案内 

山手線ぐるりと一周ウォーク（品川～上野まで） 
 

春爛漫、花の季節。都心をぐるりと周回する山手線ウォーク第３回目。 

品川近辺は線路を挟んで左側は山の手、右側は再開発での高層ビル街、品川より東京までは 

旧東海道沿いの路線で、沿線には都内でも有数の名所があり、泉岳寺、増上寺、日比谷公園、 

皇居外苑、銀座、神田明神、上野公園など、品川からは下町地域を散策し、散り往く桜を観なが

ら、２月より３回に分けての山手線沿線の散策、都心の一寸小さな旅を皆さん都会の春を楽しみ  

ながら歩いてみましょう。 

【記】 

【期    日】  平成２２年４月１１日（日）  （小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分  （時間厳守） 

【交 通 費】  （往）柏駅―品川駅６２０円   （復）上野駅―柏駅４５０円 

【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費300円を納入して下さい。但し小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約１３ｋｍ］ 
柏駅～品川駅（下車）～田町～浜松町～新橋～有楽町～東京～神田～秋葉原～御徒町～上野（解散） 

（今月の担当） 

桑門 靖明 

04-7173-7965 

川上 幸雄 

04-7143-2497 

原口 義孝 佐藤 誠 濱口 隆 本棒 達巳 

 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会 広報版 

２月例会（山手線ぐるりと一周（上野～新宿）報告

参加人数 190 名（会員 80 名、一般参加 110 名） 

 立春を過ぎての寒のもどり、天気が心配されました

が、やわらかい日もさす好天に恵まれた一日でした。山

の手線ウォークの第一回目、上野駅から新宿駅まで皆さ

ん元気に歩きました。静かで大きな公園や学校、大通り

や歓楽街、コリアタウンと電車からは見逃してしまう

様々な沿線の風情が楽しめました。皆さんこのシリーズ

で是非“東京・私のお気に入りのみち”を発見してみま

しょう！！ （晴）気温９度    （担当幹事） 

会員の皆さんへお知らせ 
※平成２２年度総会報告 
今年度は年間制移行に伴い、1月例会“新宿七

福神巡り、今年も福を招こう”散策後の総会にて
平成 21 年度会計報告、行事実施並びに平成２２
年度予算案、行事内容等の議事全般が承認されま
した。会員の皆さんご協力有難うございました。
※「柏市歩こう会」の会員になりたい方は現在 
受付け中です。入会申込書に必要事項を記入し 
申込んでください。入会金 1000 円、年会費 2500
円になっております。       （会長） 

交通安全を励行し健康で元気に歩きお互いの親睦を図りましょう。 

詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwaarukoukai.hp.infoseek.co.jp/ をご覧下さい。 

平成２２年(20１0) 

会報４月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3４８号平成２２年３月１４日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



2010 年 4 月 11 日（日）晴、気温 1７度、柏市歩こう会“山手線ぐるりと一周（品川～上野）” 

参加者 197 名（会員 89 名、一般参加 108 名）の大盛況。 

山手線一周ウォーク最終回も沢山の参加を頂き、シリーズ総参加者数は 618 名（会員 259 名、一般参加 359 名）に   

なり、何事もなく無事終了した事は、参加者皆さんのご理解とご協力の賜物と感謝しております。本当にお疲れさま。

ありがとうございました。品川駅広場で朝礼後赤穂浪士四十七士の眠る泉岳寺へ。寛永寺と並ぶ徳川家の菩提寺、  

浄土宗の大本山増上寺に参拝し、若い頃を思い出す日比谷公園での昼食。今日は曇りのち雨の天気予報を心配しなが

らの散策でしたが、皆さん日頃の心がけのお陰で雨もなくなり、暑いぐらいの陽気になりました。その後皇居二重橋、

平将門の首塚、神田西口商店街、須田町万世橋、湯島聖堂、神田明神、秋葉原、御徒町と径由し上野駅パンダ口解散、

少々お疲れ気味でしたが充実した今回の散策でした。  

（以下スナップ写真） 

   

    皇居前広場             日比谷公園野外音楽堂            芝増上寺 

   

  日比谷公園噴水で食事            神田明神              芝増上寺さくら 

   

  日比谷公園ベンチで昼食          皇居二重橋前へ             皇居前遊歩道 

   

  芝増上寺へ急ぐ             皇居二重橋へ急ぐ              芝増上寺 

 



 

         
★本部 会長 川上幸雄 柏市豊四季２１７－４２ ０４－７１４３－２４９７    （会報）  川上会長宅 又は、他役員 

        ５月例会（平成２２年 ●第５回例会  通算３４９回例会    ●行事通算３７１回） 
（注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

５月行事のご案内 

江戸、東京の下町散策 日本橋、深川界隈 

 

江戸、東京の中心地として栄えた日本橋。この地が商業、文化の中心として賑わったのは江戸

開府の際、各地より商人、職人が移住し、江戸一番の商業地に発展し明治後には金融街も。 

深川は日本橋と共に堀川が多く、いたる所に橋があり、昔から“下町知りたければ橋を憶えろ”と。 

又江戸っ子気質といわれる“粋といなせ”の美学をつくっていったのは、日本橋の大店、京橋、 

神田、深川の職人町の人々で日常の生活から生まれた美学。 

初夏の一日、日本橋、深川の名所を巡り、江戸、東京の下町を皆さん散策してみましょう。 
【記】 

【期    日】  平成２２年５月９日（日） （小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分  （時間厳守） 

【交 通 費】  （往）柏駅―神田駅５４０円  （復）人形町駅―北千住駅１９０円  北千住駅―柏駅３８０円 

【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費300円を納入して下さい。但し小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約１３ｋｍ］ 

柏駅～神田駅（南口下車）～日本橋～京橋～築地～勝鬨橋～佃島～越中島～門前仲町～   

富岡八幡～深川不動～清澄庭園～清洲橋～水天宮～人形町（解散）～北千住径由～柏駅 

（今月の担当） 

岡本 昇 

04-7148-0391 

  川上 幸雄 

04-7143-2497 

栗原  邦子 大学 敏子 桑門 靖明 本棒 達巳 

 

  携帯 （佐藤 誠） 090-9360-8430 

柏市歩こう会  広報版 

３月例会（山手線ぐるりと一周 新宿～品川）報告

参加人数２２８名（会員８７名、一般参加１４１名）

 春らしい好天の中、山の手線一周ウォーク、第二弾を

２２８名の方々と、品川駅まで歩きました。新宿、渋谷

の「都会の雑踏」とは違う閑静な住宅街。「ねむの木の

庭」の池田山、大崎駅から品川駅までの御殿山、唄にも

出てくる愛宕山をぬって走るは、なるほど良くぞ名づけ

た山の手線。来月の上野駅までのゴールに早や思いをは

せた３月例会でした。（晴）気温１１度 （担当幹事）

新役員のお知らせ 
※ 平素より柏市歩こう会に参加協力有難ござい
ます。この度、岡本昇、押鐘義春、両氏が柏市
歩こう会の為に役員として協力いただけるよう
になりました。皆様、何卒宜しくお願いします。

※ 柏市歩こう会の会員になりたい方は現在受付
中です。入会申込書に必要事項を記入し入会金
1,000 円、年会費 2.500 円を添えて申し込んで
下さい。歩こう会のご案内も別途配布しており
ます。 （会長） 

交通安全を励行し健康で元気に歩きお互いの親睦を図りましょう。 

詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwaarukoukai.hp.infoseek.co.jp/ をご覧下さい。 

 

平成２２年(20１0) 

会報５月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3４９号平成２２年４月１１日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



２０１０年５月９日（日）晴、気温２５度、柏市歩こう会“江戸東京の下町散策、日本橋深川界隈” 

参加者２２５名（会員８４名、一般参加１４１名）の大盛況 

今月例会の案内が、二週間位前朝日新聞千葉版“マリオン”欄に掲載された事もあり、又企画も叙情を誘い、天候に

も恵まれ、為に大勢の方の参加をみたのではないでしょうか。神田駅南口～重厚な建物の日銀、三井本館、三越本店

前を通り、五街道の起点日本橋のたもとで朝礼。引率者の下、赤、黄バンダナの長い列、野村証券、兜町東京証券取

引所の大きな建物～京橋～築地本願寺、築地場外市場、月島もんじゃ街、大川リバーサイドで昼食。相生橋を渡り、

富岡八幡宮、深川不動で参拝。清澄庭園ではたっぷり時間をとり、ゆったり散策、暑い故、庭園内の売店は大忙し。 

清洲橋からスカイツリーが望め大歓声。締めは「水天宮」での合掌。午後から気温も上り、照返しもあり、途中最寄

りの駅より帰路につく方もおりましたが、大過なく無事終了した事に感謝です。お疲れさま、有難うございました。 

（以下スナップ写真） 

   

   富岡八幡宮お参り              深川不動境内              水天宮お参り 

   

  清洲橋からスカイツリー         月島もんじゃ街へ           勝鬨橋散策 

   

  築地本願寺本堂              勝鬨橋たもと休憩         勝鬨橋から大川リバーサイド 

   

  築地場外市場 買い物        深川、清澄庭園小休止             京橋近辺 



 

         
★本部 会長 川上幸雄 柏市豊四季２１７－４２ ０４－７１４３－２４９７    （会報）  川上会長宅 又は、他役員 

        ６月例会（平成２２年 ●第６回例会  通算３５０回例会    ●行事通算３７２回） 
（注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

６月行事のご案内 

堀切菖蒲園より江戸川の小岩菖蒲園を訪ねて 

 

江戸の昔より堀切菖蒲園は、花菖蒲の名所として向島百花園と共に江戸の庶民に親しまれ、現在でも

多くの人々 が美しい花菖蒲を見学に訪れています。 

６月の例会は堀切菖蒲園で美しく咲き誇る各種の菖蒲を鑑賞後、堀切菖蒲園駅より電車で江戸川駅に

移動し、江戸川沿いにある小岩不動として有名な善養寺に。この寺の巨大な松は日本の名松、東の横

綱として有名な影向（ようごう）の松です。小岩菖蒲園は江戸川の河川敷にあり、近年水元公園と共に多

くの人達が江戸川を散策しながら訪れています。 

江戸川の景色と緑の風をうけながら花菖蒲を訪ねての一日を楽しんで下さい。 
【記】 

【期    日】  平成２２年６月１３日（日）  （小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分  （時間厳守） 

【交 通 費】  （往）柏駅―綾瀬駅２９０円 堀切菖蒲園駅―江戸川駅１８０円  （復）金町駅―柏駅２９０円 

【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費300円を納入して下さい。但し小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約１２ｋｍ］ 

柏駅～綾瀬駅（下車）～堀切菖蒲園（無料）、堀切菖蒲園駅～江戸川駅（下車）～善養寺～小岩菖

蒲園（昼食）～柴又帝釈天～金町駅（解散）～柏駅 

（今月の担当） 

川上 幸雄 

04-7143-2497 

  大学 敏子 

04-7131-3772 

栗原  邦子 原口 義孝 桑門 靖明 本棒 達巳 

 

  携帯 （佐藤 誠） 090-9360-8430 

柏市歩こう会  広報版 

4 月例会（山手線ぐるりと一周 品川～上野）報告 

参加人数 197 名（会員 89名 一般参加 108 名）晴、気温 17度

スタートは花冷え、日中は陽がさす程の好天気、品川駅～

上野駅まで、山の手線一周の最後を完歩。途中さくら散り

ゆく泉岳寺、増上寺、湯島聖堂、神田明神などを訪れ、日

比谷公園ではのびのび自由散策。サラリーマンの街千代田

区と、買い物客で賑わう秋葉原、皇居にも立ち寄り、暑さ

に一寸疲れた方も、パンダの出迎えでゴールイン。電車が

走る背景が心に残る、そんなお気に入りの場所を見つける

事ができた山の手線一周シリーズでした。 （担当幹事）

   参加者の皆さんへ 
７．８月は暑い季節ですので、参加された方の

健康、体力面を考慮し他の月の例会より歩行距離
を短く設定しております。皆さん暑さ対策を忘れ
ずに、健康には充分留意し、例会に参加して下さ
い。ご友人や知人の方が例会に欠席された場合、
その方々の会報を役員より受け取って、わたして
あげてください。今後とも例会へのご参加をお待
ちしております。       

（会長） 
 

交通安全を励行し健康で元気に歩きお互いの親睦を図りましょう。 

詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwaarukoukai . hp. infoseek . co. jp/ をご覧下さい。 

平成２２年(20１0) 

会報６月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3５０号平成２２年５月９日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



２０１０年６月１３日（日）くもり、気温２５度、柏市歩こう会“堀切菖蒲園より江戸川の小岩菖蒲園を訪ねて” 

参加者１９７名（会員８６名、一般参加１１１名）の盛況でした。 

前日まで天気予報が気になる状況でしたが、当日は参加者皆さんの熱気に押され、梅雨入り前の爽やかな風が吹く絶好の散策日和。 

花菖蒲が満開に咲誇る堀切菖蒲園と小岩菖蒲園には、沢山の人で賑わい、園内を楽しそうに、自由に散策しておりました。 

江戸川土手沿いにある「善養寺」の影向（ようごう）の松の素晴らしさに暫し圧倒され、時間の立つのも忘れる思いに。 

江戸川土手からは、今一番の人気スポットの東京スカイツリーがぼんやり霞んで見えました。江戸川土手の緩い、向い風、追い風

を受けながらの散策後、柴又寅さん記念館で一時解散。帰りは皆さん各々 寅さん記念館の見学や柴又帝釈天のお参り、お土産と 

又土手伝いに金町駅までのウォークなど花菖蒲に癒され、ゆっくり、のんびり過ごした、心に残る６月の例会だったのではないで

しょうか。 （以下スナップ写真） 

   

あじさい咲く道堀切菖蒲園へ         花菖蒲咲誇る堀切菖蒲園                 江戸川土手へ 

   

   江戸川土手の散策               江戸川土手から善養寺へ                善養寺での休憩 

   

  善養寺と影向の松                  影向の松                   小岩菖蒲園 

   

    小岩菖蒲園昼食時              花菖蒲咲誇る小岩菖蒲園           寅さん記念館前解散 



 

         
★本部 会長  川上幸雄  柏市豊四季 217－42   04-7143-2497   （会報）  川上会長宅 又は、他役員  

        ７月例会（平成２２年 ●第７回例会  通算３５１回例会    ●行事通算３７３回） 
  （注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

７月行事のご案内 

少しでも涼を、玉川上水緑道散策 

 

夏の涼を求めて、水と緑が織りなす玉川上水の散歩道を散策します。 

玉川上水は、承応2年（1654年）多摩川の清流を江戸に運ぶ為、玉川兄弟によって開設され、その分水

は南武蔵野台地の新田開発などに利用されてきました。上水沿いには雑木林が保たれ、また清流を身近

に眺められるよう、川辺を整備された風情のある緑道を散策してみるのも楽しいものです。特に新緑の季

節は、静かな木漏れ日の中にいると心が癒されていく気がします。皆さんも味わってみませんか？ 

【記】 

【期    日】  平成２２年７月１１日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分 （時間厳守） 

【交 通 費】  （往）柏駅―高田馬場駅 620 円  西武新宿線高田馬場駅―花小金井駅 260 円 

          （復）西武拝島線玉川上水駅―高田馬場駅 330 円  ―柏駅 620 円 

【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費300円を納入して下さい。但し小学生以下は無料です。 

コース案内［歩行距離約９ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ）～高田馬場駅（のりかえ）～西武線花小金井駅（下車）～小金井街道～

江戸東京たてもの園/小金井公園（朝礼）～小金井橋～玉川上水緑道～小平中央公園（昼食）～

上水小橋（甦れ水碑）～西武拝島線玉川上水駅（解散）～高田馬場駅～柏駅 

（今月の担当） 

原口 義孝 

04-7164-1164 

  佐藤 誠 

090-9360-8430 

麻生  隆徳 川上 幸雄 栗原 邦子 大学 敏子 

 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 

５月例会（江戸、東京の下町散策 日本橋深川界隈）報告 

参加人数 225 名（会員 84名、一般参加 141 名）晴、気温 25度 

薫風を頬に受け日銀、三井本館、デパート等の重厚な建物と

証券ビルなどが林立する日本橋界隈を散策。又月島や新富町

など下町風情が残る町並みをウォーク。午後は富岡八幡宮、  

深川不動を参拝し、締めを「水天宮」で合掌。清洲橋からは

建設途中の東京スカイツリーを望見し、一同「ウォーッ」と

歓声。ほかに築地本願寺/築地場外市場、昼食は大川リバーサ

イド/石川島公園、深川の清澄庭園では、のんびり、ゆったり

の自由散歩。皆さんの心にほんの一寸、柔らかい 5 月の風が

吹いたのではないでしょうか。    （担当幹事） 

参加者の皆さんへ 
 
名札、バンダナ着用のお願い 

 
例会中、参加者の相互親睦、交流には名札が
是非とも必要です。必ずリュック等の目立つ
ところに付けてください。又、バンダナは外
部の方との見分けに必要ですので忘れずに 
着用願います。 
暑い季節、水分を十分に補給し、暑さ対策を
忘れずに元気に歩きましょう。 

（会長） 

交通安全を励行し、健康で元気に歩き、お互いの親睦を図りましょう。 

 詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwaarukoukai.hp.infoseek.co.jp/ をご覧ください。 

平成２２年(20１0) 

会報７月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3５１号平成２２年６月１３日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



‘１０年７月１１日（日）曇り湿度高、気温２９度、柏市歩こう会“少しでも涼を、玉川上水緑道散策” 

参加者１３８名（会員７１名、一般参加６７名） 

梅雨の中休み、湿度高く蒸し暑い、又昼過ぎから雨模様という予報の中にも拘わらず、夏にしては例年以上の参加者があり、大変嬉

しく思います。西武新宿線花小金井駅～玉川上水駅までの約９ｋｍの道のり。広いひろい小金井公園で朝礼、小金井橋から玉川上水

緑道へ入り、水辺と緑あざやかな木漏れ日の道を散策。不快指数高く、熱中症防止の為、こまめに水分補給の小休止を取りながら  

小平中央公園でゆっくりの昼食時間。お腹に食べものを入れ、元気が出た処で午後は、玉川上水駅までの１時間、途中足に違和感を

覚えた人もありましたが、皆さん何事もなく無事完歩しました。 

桜の咲く頃、紅葉のころなど、季節の好いときにもう一度訪れたいと思った緑の散歩みちでした。 

（以下スナップ写真） 

   

小金井公園 江戸東京たてもの園前        小金井公園内 散策           小平中央公園内 食事 

   

  小平中央公園内休憩            小平中央公園内休憩              玉川上水緑道散策 

   

  散策中踏切に注意             玉川上水緑道                 玉川上水緑道給水休憩 

   

    玉川上水 風景                玉川上水駅                  玉川上水駅 



 

         
★本部 会長  川上幸雄  柏市豊四季 217－42   04-7143-2497   （会報）  川上会長宅 又は、他役員  

        ８月例会（平成２２年 ●第８回例会  通算３５２回例会    ●行事通算３７４回） 
  （注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

８月行事のご案内 

名水の里、名栗川と奥武蔵飯能ウォーク 

 

奥武蔵の山々 を背後に、名栗川（入間川の通称）を前面に、緑と自然が豊かな飯能市を訪れます。 

新緑と紅葉がすばらしい渓谷の名栗川は、飯能市で大きく曲り、飯能河原となって子供達の水遊びの歓声

があがります。暑い季節、奥武蔵の山々 と入間川をめぐるハイキングに出かけ、みどりの空気をいっぱい

吸って、涼を楽しみましょう。履きなれた靴で、水分補給は忘れずに。 
 

【記】 

【期    日】  平成２２年８月２２日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分 （時間厳守） 

【交 通 費】   柏駅―池袋駅 ５４０円  西武池袋駅―飯能駅４５０円 

  【参 加 費】   一般参加者の方は、参加費３００円を納入して下さい。小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約９ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ）－池袋駅（のりかえ）～西武池袋駅～飯能駅（下車）～能仁寺（朝礼） 

～天覧山～見返り坂～多峰主山（とうのす）（昼食）～郷土館～飯能河原～飯能駅（解散）～柏駅 
 

（今月の担当） 

濱口 隆 

090-1205-3551 

  佐藤 誠 

090-9360-8430 

麻生 隆徳 桑門 靖明 栗原 邦子 岡本 昇 

 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 

６月例会（堀切菖蒲園から小岩菖蒲園散策）報告 

参加者１９７名（会員８６名、一般参加１１１名） 

梅雨入り前の爽やかな風が吹く絶好の散策日和、満開

に咲き誇る堀切菖蒲園，小岩菖蒲園には大勢の人達で賑

わっていました。善養寺の影向の松の素晴らしさに暫し

時間を忘れる思い。江戸川土手からは、今人気スポット

の東京スカイツリーがぼんやり霞んで見えました。寅さ

ん記念館前で解散、帰りは皆さん、柴又帝釈天、お土産、

見学など又は金町駅までのウォークと、ゆっくりのんび

り過ごした心に残るウォーキングだったのではないで

しょうか。 くもり、気温２５度   （担当幹事） 

参加者の皆さんへ 
※ 柏市歩こう会の例会行事企画等で皆さん
のご意見・ご要望がありましたらどしどし会
長その他役員にお聞かせください。今後の会
の運営に参考にさせていただきます。お待ち
しています。 

 
※ 柏市歩こう会の活動に協力して頂ける役
員・並びに例会中にお手伝いして下さるサポ
ーターを募っております。お手伝いいただけ
る方は役員まで申し出てください。 

       (会長) 

交通安全を励行し、健康で元気に歩き、お互いの親睦を図りましょう。 

 詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwaarukoukai.hp.infoseek.co.jp/ をご覧ください。 

平成２２年(20１0) 

会報８月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3５２号平成２２年７月１１日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



‘１０年８月２２日（日）晴れ、気温３４度、柏市歩こう会“名水の里、名栗川と奥武蔵飯能ウォーク” 

 参加者８５名（会員４２名、一般参加４３名） 

今夏は例年以上に暑さが厳しく、連日３２、３度以上の夏日、猛暑日が続く中、８５名の参加者が

あったという事は大変嬉しいことです。今回、会として一番心配したのは熱中症などの事故。水分

補給の必要性のため、最低でもスタート前にペットボトル２本以上の持参をお願いしました。 

天覧山に入る手前の「能仁寺」までは、さすがに暑く、こまめに休憩を取りながら、ゆっくりと登

り下り。飯能の山々は日差しを遮り、マイナスイオンも与えてくれました。又奥武蔵の素晴らしい

景色にも出会いました。皆さんのご理解、ご協力のおかげで何事もなく、無事終了した事に心より

多謝です。 

 

（以下スナップ写真） 

     

飯能観音寺にて担当からユーモアを交えた      休憩場所、古刹「能仁寺」に咲く見事な百日紅 

詳しい説明の朝礼風景 

       

飯能河原に架かる赤い割岩橋、絶景ポイント       飯能河原、子供達の川遊び、バーベキュウなど 

                           市民の憩いの場所になっている 

    

飯能の古刹        解散後暑い中飯能駅に向う皆さん     天覧山に入る前に備えて 

曹洞宗の禅寺 能仁寺本堂                         能仁寺での小休憩 



 

         
★本部 会長  川上幸雄  柏市豊四季 217－42   04-7143-2497   （会報）  川上会長宅 又は、他役員  

        ９月例会（平成２２年 ●第９回例会  通算３５３回例会    ●行事通算３７５回） 
  （注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

９月行事のご案内 

久留里線に乗り久留里城周辺散策 

 

昭和３０年代、まだテレビが一般には普及していなかった頃、少年たちの冒険心をかりたて胸躍らせて読

んだ中に「南総里見八犬伝」がありました。その里見氏の居城である久留里城を訪れます。久留里の町に

はまた豊かな地下水が流れており、町のあちらこちらに見られる井戸から上総の水が楽しめます。清らか

な水は渇いた喉にしみいり、天守閣からの風とともに暑かった夏を忘れさせてくれるでしょう。お城と里山、

静かでのどかな久留里線の旅へ、さあ、いっしょに出かけましょう。 
【記】 

【期    日】  平成２２年９月１２日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  東武線柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ７：００分 （時間厳守） 

【交 通 費】   東武柏駅―船橋駅３０0 円  ＪＲ船橋駅―久留里駅（往復）２５６０円 

  【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費３００円を納入して下さい。小学生以下は無料です。 

 ※ 注意  久留里駅は無人駅です。 ＳＵＩＣＡは使えません。ホリデーパスも使えません。 

          （事前に往復切符をお求めになる事をお勧めします。） 
 

コース案内［歩行距離約１０ｋｍ］ 

東武柏駅～船橋駅（のりかえ）～千葉駅（のりかえ）～木更津駅（のりかえ）～久留里駅（下車）～  

観光協会前（朝礼）～円覚寺～円如寺～久留里城址資料館～久留里城（昼食）～久留里神社～

新井白石居宅跡～久留里駅（解散）～船橋駅径由～ 柏駅 

（今月の担当） 

濱口 隆 

090-1205-3551 

  佐藤 誠 

090-9360-8430 

本棒  達巳 桑門 靖明 栗原 邦子 押鐘 義春 

 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 
７月例会（玉川上水緑道散策）報告 

 参加者１３８名（会員７１名、一般参加６７名） 

梅雨の中休み、蒸し暑い中、普段利用する事の少ない西

武新宿線で、玉川上水緑道の散策。花小金井駅から玉川

上水駅まで、水辺と緑あざやかな木漏れ日の道。不快指

数高く、途中何回か水分補給の小休止。天気予報は午後

から雨模様にも拘わらず、大勢の参加者の熱気で何処か

え。午前１３橋、ごご１１橋。もう一度のんびりと訪れ

たいと思う、緑の散歩みちでした。 くもり湿度高く、

気温２９度        （担当幹事） 

参加者の皆さんへ 
本年度の例会も皆さんの協力を得まして、上期

の行事も予定通り、無事遂行し、参加者の皆さん
に役員一同お礼申し上げます。 
毎月の例会には大勢の方に参加して頂き、下期も
楽しい歩こう会にと願っております。皆さん健康
に充分留意され毎月の例会に参加して下さい。 
 

胸を張って若々しく元気に歩きましょう。 
               （会長） 

交通安全を励行し、健康で元気に歩き、お互いの親睦を図りましょう。 

 詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwaarukoukai.hp.infoseek.co.jp/ をご覧ください。 

平成２２年(20１0) 

会報９月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3５３号平成２２年８月２２日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



‘１０年９月１２日（日）柏市歩こう会“久留里線に乗り久留里城周辺散策” 

 参加者１２２名（会員５７名、一般参加６５名） 晴れ、気温３４度、湿度５０％ 

今回は９月というのに、例年になく残暑厳しく、試練の例会日となりました。同じ千葉県に住みながら、大半の参加者が滅多に来る

事がない「水の街久留里」、柏駅から３時間の旅。期待に胸を弾ませて猛暑の中、１２２名の参加者が有りました。 

炎天下を歩いて、途中久留里観光交流センターと円如寺（真言宗智山派の名刹）の連携プレーで、予期せぬ冷たい麦茶の接待が有り、

一同渇いた喉を潤し、大いなる元気を貰いました。また久留里城址資料館では、冷房のきいた室内で、どんなにか身心ともに癒され

たことか。久留里城天守閣からの景色も素晴らしく、新井白石居宅跡を過ぎて駅に行く道沿いには、幾つもの上総掘りの井戸があり、

誰でも自由に飲めたり、ペットボトルに入れられるのには、さすが水の街久留里だと皆さん非常に驚き、喜んでおられました。暑い

一日でしたが、心やさしい久留里の人情の機微にふれた、思いで残る久留里城周辺散策の旅でした。有難うございました。 

（以下スナップ写真） 

     

久留里線（木更津～君津）を走る電車       朝礼を終え炎天下いざ出陣           円如寺の境内、本堂へ進む 

     

円如寺の麦茶接待で喉を潤しひと休み      久留里城址資料館から下りきつい坂道      久留里城址から久留里の街遠望 

     

天に聳える壮観な久留里城全景      久留里城天守閣から景色を楽しむ参加者       到着してまもない久留里駅前で 

     

散策を終え電車を待つ久留里駅ホーム     久留里城すぐ下の公園で食事、憩い      きれいな景色を眺めながらの食事、談笑 



 

         
★本部 会長  川上幸雄  柏市豊四季 217－42   04-7143-2497   （会報）  川上会長宅 又は、他役員  

        １０月例会（平成２２年 ●第１０回例会  通算３５４回例会    ●行事通算３７６回） 
  （注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

１０月行事のご案内 

森と湖の相模湖周辺散策 

 

与瀬駅（現相模湖駅）が誕生したのは明治３４年（１９０１年）で当時駅一帯は、一面の溝田であったそう

です。又切符の事をお札様と呼び、手を挙げれば汽車が止まってくれたとも言われます。現在は相模湖

の出現に伴い観光地の駅として、一躍内外に知れわたる様になりました。人造湖の相模ダム、また正覚寺

（別名俳句寺）は、季節にはつつじ、椿の花が咲乱れ、特に「五色ツバキ」は名木１００選にも選ばれてい

ます。レトロな雰囲気が漂う、豊かな自然そのままの魅力が一杯の、相模湖周辺の散策を楽しみましょう。 
 

【記】 

【期    日】  平成２２年１０月１０日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ７：４５分 （時間厳守） 

【交 通 費】  ホリデーパス ２３００円 

  【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費３００円を納入して下さい。小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約９ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ）～神田駅（のりかえ）～相模湖駅（下車）～相模湖記念会館（朝礼）～ 

相模ダム～桂橋～相模湖林間公園（昼食）～正覚寺～プレジャーフォレスト～相模湖公園～相模湖

駅（解散）～柏駅 

（今月の担当） 

大学 敏子 

04-7131-3772 

 栗原 邦子 

04-7172-1076 

本棒 達巳 麻生 隆徳 原口 義孝 川上 幸雄 

 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 

８月例会（名水の里、名栗川と奥武蔵飯能ウォーク）報告 

 参加人数８５名（会員４２名、一般参加４３名） 

今年の夏は本当に暑く、参加を見合わせた方も多数おら

れましたが、飯能の山々は日差しをさえぎり、静寂と、

おいしい空気を与えてくれました。天覧山、見返り坂、

更には多峰主山（とうのす）まで足を伸ばした元気な

方々は、すばらしい奥武蔵の景色に出会うこともできま

した。飯能河原に下りると子供達の天国。水遊びに興ず

る姿は見ている我々にも、暫しの涼を感じさせてくれた

８月の例会でした。 晴れ、気温３４度 （担当幹事） 

参加者の皆さんへ 
 人は立ったり歩いたりして心肺機能を鍛え、脳
に刺激を与えます。酸素を十分に取り込んだ血液
が体内を巡ることで、脳細胞が活性化して、ボケ
の防止につながります。反対に、ずっと座ったま
まだったり、横になったままだったりすると足か
ら脳への刺激が衰え、次第に脳の老化につながっ
てしまうのです。「老化は足から」と云われるのは
本当です。肥満解消も合わせて、皆さん元気に歩
きましょう。            （会長）  

交通安全を励行し、健康で元気に歩き、お互いの親睦を図りましょう。 

 詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwacityarukoukai.web.infoseek.co.jp/ をご覧ください。 

平成２２年(20１0) 

会報１０月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3５４号平成２２年９月１２日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



‘１０年１０月１０日（日）柏市歩こう会“森と湖の相模湖周辺散策” 

参加者２２名（会員１８名、一般参加者４名）朝あめ～くもり後晴れ 気温２４度 

夜半から降り出した雨は、朝になっても降りやまず、駅に行くのも大変。また天気予報はどの局もお昼過

ぎまでは、近県各地雨模様という報道ばかり、これでは中止かと頭をよぎる。役員はとりあいず駅までは行

かなくてはいけない。さすがに参加者はまばら、受付も手持ち無沙汰の極み、今迄に経験した事のない状況

でした。時間になり、集まった人達で予定通り例会を実施する事に致しました。 

 相模湖駅についた時には雨も上がりくもり空、ときより陽がさす雨あがりの散策日和に。初秋の相模湖周

辺を今日は少人数のため、各人のんびり、ゆったりと時間に余裕をとりながら、雨上がりの清々しい景色を

眺め、マイナスイオンに触れた１０月例会でした。 （以下スナップ写真） 

   

 橋から相模ダムをパチリ      桂橋から渓谷美を堪能する        桂橋からの渓谷美 

   

 爽やかな空気を胸一杯に      道端にひっそり佇む諏訪神社     相模湖林間公園での楽しい昼食 

   

別名俳句寺・正覚寺への階段      正覚寺本堂へ願いごと     正覚寺・有名な五色つばきと案内立札 

   

相模湖とその景色を見ての小休止    遊歩道より相模湖の眺望      遊歩道より山と相模湖町の遠景 



 

         
★本部 会長  川上幸雄  柏市豊四季 217－42   04-7143-2497   （会報）  川上会長宅 又は、他役員  

        １１月例会（平成２２年 ●第１１回例会  通算３５５回例会    ●行事通算３７７回） 
  （注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

１１月行事のご案内 

晩秋の八王子歴史街道、絹の道 

 

幕末（１８５９年）の横浜開港以来生糸が運ばれた古道の１つであり、神奈川往還の通称で、浜街道とも

いわれた。昭和２０年代末に「絹の道」と命名され、広く知られる様になった。八王子近郊をはじめ、長野、

山梨、群馬などから集められた生糸はこの道を通って、鑓水村（やりみずむら）の生糸商人（鑓水商人）によ

って横浜に運ばれていった。現在では未舗装部分の道了堂跡の大塚山公園から御殿橋のたもと迄の 

  １．５ｋｍが市の史跡に指定されている。鑓水商人（八木下要右衛門）屋敷跡には「絹の道資料館」があり

ます。歴史を学び、昔の面影が残る晩秋の日本版シルクロードを散策してみませんか。 

【記】 

【期    日】  平成２２年１１月１４日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分 （時間厳守） 

【交 通 費】  ホリデーパス ２３００円 

  【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費３００円を納入して下さい。小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約１０ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ）～神田駅（のりかえ）～八王子駅（のりかえ）～横浜線八王子みなみ野駅

（下車）～光寶寺～小泉家屋敷～永泉寺～絹の道資料館（昼食）～道了堂碑～片倉城跡公園～

片倉駅（解散）～八王子径由～柏駅 

（今月の担当） 

大学 敏子 

04-7131-3772 

 栗原 邦子 

04-7172-1076 

佐藤   誠 麻生 隆徳 原口 義孝 川上 幸雄 

 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 
９月例会（久留里線にのり久留里城周辺散策）報告 

参加人数１２２名（会員５７名、一般参加６５名）   

残暑の中、それでも 1２0 名を越える参加者を乗せ久

留里線は木更津駅からゆったりと稲刈りの終わった田

んぼの中を進んでゆきました。山の上にあるお城と資料

館を見学のあとは古戦場を眺めながらの昼食。ひと汗か

いた後のゆるやかな風も楽しめました。午前中「円如寺」

でふるまって頂いた麦茶、午後からの上総掘りの井戸

水、それぞれ素晴らしい潤いを味わった９月の例会でし

た。 晴れ、気温３４度、湿度５０％ （担当幹事） 

お知らせ 
「柏市ウォーキングネットワーク秋の交流会」開催 
晩秋の柏北部を歩こう 
【日時】平成２２年１１月２６日（金）（小雨決行）
【場所時間】北柏駅南口第一公園 ９：３０分 
【参加費】300 円（傷害保険含む） 
【コース約１０㎞】 北柏駅―北星神社―三井遺跡公
園―日枝神社―円性寺―布施弁天―あけぼの山公園
（昼食）－南龍寺－八坂神社、香取神社―善照寺（お
話あり）―須賀神社―高野台公園（解散）―北柏駅 
★ 柏再発見の気軽な散策です。よろしく。（会長） 

交通安全を励行し、健康で元気に歩き、お互いの親睦を図りましょう。  

詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwacityarukoukai.web.infoseek.co.jp/ をご覧ください。 

平成２２年(20１0) 

会報１１月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3５５号平成２２年１０月１０日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



‘１０年１１月１４日（日）柏市歩こう会 “晩秋の八王子歴史街道、絹の道” 

参加者１３３名（会員６２名、一般参加７１名） くもり、気温２０度 

  前回１０月例会は、朝方雨のため参加者が少なく、皆さんとお会いするのは２カ月ぶり、受付時には、あら～しばらくねという

挨拶があちらこちらから聞こえ、再会を喜び、元気な姿に安堵する。 

滅多に乗る事もないＪＲ横浜線（八王子～横浜）が意外に運行本数も多く、また車両も新しいのにビックリ、認識不足です。 

茅葺き屋根の残る小泉家屋敷、黄色く色づいたイチョウが鮮やかな永泉寺、沢山の貴重な資料を見せてくれた絹の道資料館など

を辿り、鑓水（やりみず）商人が生糸を横浜に運んだ道、今に面影が残る１．５ｋｍの日本版シルクロードは、紅葉も始まり、 

 また長い坂あり、石ころ道あり、ドロ道など、非常に変化にとみ、古に思いを馳せる日本版絹の道は感動ものでした。 

最後は、片倉城跡公園の色づいた紅葉を観ながらの解散。歩行約１１ｋｍ位、晩秋の心に残る１１月例会でした。  

（以下スナップ写真） 

   

今に残る古民家小泉家屋敷        黄色く色づいた古刹永泉寺へお参り   鑓水商人豪商の跡地、絹の道資料館で昼食 

   

絹の道資料館で美味しい、楽しい昼食   絹の道資料館で食事後思いおもいの談笑       何を思う絹の道散策風景 

   

古に思いを馳せ歩みを進める散策風景  絹の道、道了堂碑下でしんがりとの時間調整    紅葉の片倉城跡公園解散前の小休止 

   

絹の道終了、車の来ない道をのんびりと  片倉城跡公園もみじと芸術作品に触れて     絹の道高台から八王子市街を望む 

 



 

         
★本部 会長  川上幸雄  柏市豊四季 217－42   04-7143-2497   （会報）  川上会長宅 又は、他役員  

        １２月例会（平成２２年 ●第１２回例会  通算３５７回例会    ●行事通算３７９回） 
  （注）「役員の責任」 本会の行事中に事故発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を問わない事とする。 

 

１２月行事のご案内     

横浜散策、根岸森林公園、三渓園へ 

 

  生糸貿易商として財をなし、関東大震災後の横浜の復興に尽力した実業家、原富太郎（雅号、原三渓）は、

美術愛好家としても知られ、特に三渓園の造園は、彼の卓越した芸術への見識と、文化遺産への深い造詣

をもって日本美の世界を実現したといわれる。園内には、池と調和した歴史的文化財の建物が散在し、その

文化にふれる事ができます。又本牧臨海公園の丘には、法隆寺夢殿を模した三層八角形の八聖殿があり、

国民精神修養の道場で、キリスト、ソクラテス、孔子、釈迦、聖徳太子、弘法大師、親鸞、日蓮の等身大の 

彫像があります。１８６２年、生麦事件賠償の一つとして関係がある、根岸競馬場跡。ゴルフ場とみまちがう

程の広い根岸森林公園など、今年締めのウォークを、異国情緒漂う横浜の地で楽しんでみませんか。         

【記】 

【期    日】  平成２２年１２月１２日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分 （時間厳守） 

【交 通 費】   （往）柏駅～根岸駅 １０５０円  （復）石川町駅～柏駅 １０５０円 

 【参 加 費】  一般参加者の方は、参加費３００円を納入して下さい。小学生以下は無料です。 
 

コース案内［歩行距離約１０ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ）・京浜東北線（磯子、大船ゆき）～根岸駅（下車）～根岸森林公園（朝礼） 

～馬の博物館（１００円）～三渓園（６５歳以上３００円）～本牧臨界公園・八聖殿郷土資料館（無料）  

～山手公園～山手イタリア山庭園～石川町駅（解散）～柏駅 

（今月の担当） 

佐藤  誠 

090-9360-8430 

  濱口  隆 

090-1205-3551 

大学  敏子 麻生 隆徳 原口 義孝 岡本 昇 

 

  携帯 （濱口 隆） 090-1205-3551 

柏市歩こう会  広報版 
１０月例会（森と湖の相模湖周辺散策）報告 

参加人数２２名（会員１８名、一般参加４名）少人数

朝の大雨警報もどこへやら！相模湖駅についたときに

は雨もあがり、雨具をリュックにしまいこんでの出発で

した。雨上がりの相模湖の美しさを満喫しながらの散策。

昼には快晴。秋の日差しを体いっぱいにうけ、栗やクル

ミの実を足下に見ながら、相模湖駅までの周遊コースを

楽しみ、今日断念した人の分まで初秋の景色を堪能した

１０月の例会でした。快晴、気温２４度  （担当幹事）

参加者の皆さんへ 
ウォーキングには最適な季節です。ウォークは生活

習慣病を予防する有酸素運動のひとつで、体力増強に
効果的です。また日光を浴びる事で骨の老化防止にも
なります。ウォーキングは“ただ歩くこと”とは違い、
正しい姿勢で、ある程度の距離以上を歩かなければ
なりません。 
決して難しい事ではありませんので、気軽にトラ

イしてみましょう。皆さん健康に留意し毎月の例会
に元気に参加しましょう。    （会長） 

交通安全を励行し、健康で 元気に歩き、お互いの親睦を図りましょう。  

詳細は「柏市歩こう会」ホームページ http://kashiwacityarukoukai.web.infoseek.co.jp/ をご覧下さい。 

平成２２年(20１0) 

会報１２月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3５６号平成２２年１１月１４日発行 
柏市教育委員会●社会体育課の

指導により昭和５６年５月設立 



２０１０年１２月１２日（日）柏市歩こう会 “横浜散策、根岸森林公園、三渓園へ 

参加者１７６名（会員７５名、一般参加１０１名）はれ 気温１５度 

１２月師走今年最後の例会は、鎌倉と人気を二分する横浜散策、電話の問合わせもかなりあり、沢山の参加が予想さ

れました。朝から天候にも恵まれ出足もよく、受付は大忙し、かなりの部数用意した会報も完売状態の嬉しい悲鳴。 

 朝の清々しい空気、ゴルフコースと見まちがう位広い根岸森林公園で朝礼、近くの馬の博物館では大半の方が入館し、

沢山の珍しい資料を拝見しました。入館料５０円にも拘わらず各自にクリアホルダーのサービスまであり感謝です。 

 今回例会の目玉である三渓園は、見学、昼食を含めて９０分の休憩時間をとり散策し、庭園内の紅葉、建物、原三渓

の資料館など堪能、あまりにも観る処が多く、時間が足りないという方も多くおりました。今回この横浜散策も、いつ

も皆さんのご協力により、何事もなく帰路についた事に感謝です。どうぞよいお年をお迎え下さい。 

（以下スナップ写真） 

   

珍しい馬の博物館見学          横浜のみち散策風景         三渓園南門前散策みち紅葉 

   

三渓園南門から入園          三渓園南門まえ広場昼食談笑      モミジの中三渓園内散策 

   

 うっとり三渓園内紅葉          三渓園内モミジと由緒ある建物      三渓園内青空にくっきり三重塔 

   

八角形の建物八聖殿郷土資料館見学     帰り道黄色く色ずいた銀杏の中       帰りみち石川町駅へ急ぐ 


