
新会長挨拶 

皆様、明けましておめでとうございます。「柏市歩こう会」第４代会長に就任いたしました濱口 隆でござい

ます。３０年の伝統を誇る「柏市歩こう会」をさらに楽しい会にするよう微力ながら精一杯頑張りますので、

何卒宜しくお願い申しあげます。                                     濱口  隆 

 

         
★ 本部 会長 濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        1月例会（平成２４年 ●第１回例会  通算３６９回例会    ●行事通算３９２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 
隅田川を挟んで下町情緒墨田・浅草新春ウォーク 

 

隅田川をはさんでスカイツリー側が墨田区、浅草雷門側が台東区。新春歩き初めは江

戸情緒たっぷりの二つの区を初詣とスカイツリーを見上げながらの江戸下町散策です。完

成間近のスカイツリーは東京新名所となっています。隅田川七福神の白鬚神社や浅草名

所七福神の浅草寺、鷲神社、吉原神社など見どころいっぱいの神社を詣でます。今年１年 

皆さまに福がたくさんやってきますよう楽しく歩きましょう。 

 

                          【記】 

【期    日】  平成 2４年 1月８日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  ＪＲ柏駅中央改札口前 

【集合 時間】  午前 ８：００分 （時間厳守） 

【出発 時間】  午前 ８：０４分 （常磐線快速 上野行き） 

【交 通 費】  （行き）柏駅―浅草 ５７０円  （帰り）浅草駅―柏駅 ５７０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１０．０ｋｍ］ 

柏駅～北千住駅（のりかえ） （東武浅草線 浅草行き）～浅草駅（下車）（北口）～隅田公園（朝礼）～牛嶋

神社～ 三囲神社～弘福寺～長命寺～向島百花園～白鬚神社～待乳山聖天公園（昼食・総会）～吉原

大門～吉原神社～花園公園（解散）～鷲神社～かっぱ橋道具街～浅草寺～浅草駅～柏駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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。 

平成２４年(20１2) 

会報１月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3６９号平成２３年１２月１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 

会長退任のお知らせ 

新しき年を迎え、お祝い申し上げます。 

このたび、１０有余年勤めました会長を辞することにいたしましたので、ご挨拶申しあげます。 

参加者の皆さんのお蔭で明るく元気で楽しい歩こう会として共に歩んで参りましたこと、こころから感謝致

しております。誠に有難うございました。新しい会長には若く、行動力のある濱口隆氏が就任いたします。

今後も皆さんに「楽しい遠足」の柏市歩こう会に参加とご協力、何卒宜しくお願い申しあげます。       

川上 幸雄 



 

 

 

 

 

１月８日（日）  快晴   気温 １２度 

参加人数 ： ２２７名 （会員：９２名、 一般参加： １３５名） 

 

発してすぐ、言問橋の上にドーンと迫るスカイツリーに圧倒されな 

がらの七福神めぐり、いろんな場所でスカイツリースポットが見つ 

かりました。さすがに下町、昔ながらの料亭のある見番通り、花街の 

吉原大門、鷲神社の裏手の路地風情。解散のあとは、浅草の街に 

繰り出し、かっぱ橋道具街や仲見世のにぎわいを楽しみながら、今年 

も健康であれと願いつつ、家路についた１月例会でした。 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年頭に思う 

テレビや雑誌などで、ヨーロッパやカナダ・オーストラリアの人々 の日常やライフスタイ

ルが紹介されているのを見ることがありますが、どうしてあんなにゆったりとおおらかに人

生を謳歌できるのか不思議に思うことがあります。もちろん貧富の差や財産の有無が関係し

ているのでしょうが、そんなに裕福そうでない人も日本人のセカセカ・ガツガツしたところは 

全くありません。アジア人との違いなのか、いつも追い立てられるようにして大きくなる日本人 

と根本的に違うのでしょうか？今年はひとつおおらかにゆこうと思った新年年明けでした。 

                                 編集部 

 

出 

 
1 月例会隅田川を挟んで墨田・浅草下町新春ウォーク報告 

 



 

         
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        ２月例会（平成２４年 ●第２回例会  通算３７０回例会    ●行事通算３９３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 

富士眺望、早春の逗子披露山より鎌倉散策 
澄んだ空に霊峰富士、逗子から鎌倉へは白砂が美しい海岸がつながります。海岸からすぐ披露山が突き

上げ、山頂からは葉山、江の島が一望です。南に面した公園から見えるキラキラ光る海面に浮かぶ多くの

ヨットやウインド・サーフィン。ヨットハーバーへ下るとそこは南国別世界のよう。マリーナの横から鎌

倉の街へ繰り出し、光明寺、ぼたもち寺（常栄寺）など名刹をめぐり、早春の鎌倉を散策する小さな旅で

す。寒い季節ですが、元気に歩きましょう。 

                    【記】 

【期    日】  平成２４年２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） 

【出発 時間】  午前 ８：０４分 常磐線上野行き （日暮里乗り換え、東京駅横須賀線ホーム２番線） 

                ９：０１分発逗子行きに乗車  逗子駅で下車 １０：０２分着 

【交 通 費】  ホリデーパス  ２，３００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１２．０ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ） ～東京駅（のりかえ ＪＲ横須賀線 快速久里浜行き）～逗子駅（下車）～逗

子開成学園（朝礼）～逗子海岸～浪子不動～披露山公園～大崎公園（昼食）～小坪港～逗子マリーナ～ 

光明寺～安養院～妙本寺～本覚寺（解散）～鎌倉駅～柏駅 
 

会員の皆様へ 

 先月の例会にて行いました総会において昨年度の例会実績、会計報告、今年度の例会予定、予算 

及び会長以下担当役員すべて承認いただきました。役員も新しいメンバーに入れ替わり、はなはだ 

微力ではありますが、楽しい会にと思う気持ちは人一倍でございます。一生懸命務めさせていただ 

きますので、いままで以上にご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。ありがとうござ 

いました。                                 （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。 

※ 「柏市歩こう会」（検索）で ホームページ をご覧ください。 

平成２４年(20１2) 

会報２月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７０号平成２４年１月１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 



２月例会 富士山眺望、  

披露山より鎌倉 報告 

震災ボランティア 
１月、バスツアーで震災復興ボランティアに参加してまいりました。夜行バスで仙台塩釜まで行き、

連絡船に乗りかえて松島湾の一番沖の寒風沢島（さぶさわしま）での作業でした。男女２０人ちょ

っとの参加者で、男女半々でした。船着き場近くの２０軒ぐらいの集落はすっかり津波に流されて

しまい、集落跡の奥に積まれた瓦礫の山はまるでボタ山のようでした。作業は津波が運んできたど

ぶの中の砂の撤去や、学校体育館のかたづけでした。男はみんなどぶ掃除にまわされました。機械

ではなかなかできない作業を、ボランティアにお願いしているそうです。どぶは砂で埋まり、それ

をシャベルでかきだすのですが、砂が凍っていてツルハシで砕いてからでないとシャベルだけでは

刃がたちません。何十年ぶりかのツルハシでしたが、思ったよりスムーズにいき、あとであちこち

が痛くなることもありませんでした。唯一島で建て直しされた床屋のご主人のお話もきけました。

奥様はわれわれに暖かい味噌汁とおもちをごちそうしてくださいました。島には人がいなくて寒風

の中での食事ときいていましたので感激でした。帰りは塩釜でみやげもの屋に案内されてかまぼこ

や海産物を買って帰りました。店の壁には今でも津波のあとが一メートルぐらいの高さではっきり

残っていました。また、参加させていただくつもりです。           会員より    

 
 
 
 
 
 
 
参加者  会員：６９名、 一般参加 ： １２７名  計：１９６名 
天気： 快晴   気温 ：１０度 

 
到来を思わせるポカポカ陽気の中、急坂

を「ふうふう」云いながら上り詰めた披

露山にはすばらしいご褒美が用意されてい

ました。木立ちの後ろに白く輝く富士山。

展望台からは輝く海の上に真白な全容が見

られました。さらには、海に突き出た大崎

公園からは、光が海を照らし、海底の地形

なのか潮流のせいなのかはわかりませんが、

遠浅の海に色の違った筋が何本も走り、すばらしい縞模様になっているのを、

しばし時間を忘れて見とれてしまいました。午後からは鎌倉の名刹を拝観し、

おみやげも買って楽しく家路につきました。いつも元気な笑い声をありがとう

ございます。                        担当幹事 

春 



 

         
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        ３月例会（平成２４年 ●第３回例会  通算３７１回例会    ●行事通算３９４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 
梅花香る佐野厄除け大師と、佐野市街散策 

 

栃木県南部に位置する佐野市は例幣使街道沿いにあり、その歴史は源平時代にまでさかのぼります。北

に佐野城跡が残る城山公園、東に「かたくり」の群生地である三毳山公園、さらには太平山、岩舟山と低

山に囲まれた静かなたたずまいの街です。中心部には関東の三大師の一つ、佐野厄除け大師があり、初詣

には多くの参拝客でにぎわいます。今回は佐野の街を両毛線に沿って東西に巡ります。立春、啓蟄から春

分へと移りゆく春の足音を聞きに、さあ、みんなで出掛けましょう。 

                          【記】 

【期    日】  平成２４年３月１１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 ７：４０分 （時間厳守） 

【出発 時間】  午前 ７：５２分 （東武野田線 大宮行き） 春日部乗りかえ （８：４３発東武日光行き） 

【交 通 費】  （行き）柏駅―栃木―佐野 １，１８０円  （帰り）佐野駅―柏駅 ８６０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１２．０ｋｍ］ 

東武柏駅～春日部駅（のりかえ） （東武伊勢崎線 東武日光行き）～栃木駅（のりかえ ＪＲ両毛線高崎行

き）～佐野駅（下車）～城山公園（朝礼）～台元寺（休憩・トイレ）～みかも山公園～みかも万葉庭園（昼食）

（園内自由散策 かたくりの園へは約３０分）～観光物産会館～佐野厄除け大師（解散）～佐野駅～館林駅

（のりかえ）～久喜駅（のりかえ）～春日部駅（のりかえ）～柏駅 
 

伝言板 

１０年継続会員の表彰  

桑門靖明・和美、飯沼政子、橋口初美、山本悦子、赤荻タマ江 

吉田幸子（敬称略）以上の皆さんが永年にわたり、参加・協力 

されました。今後も健康に留意されて例会にご出席いただきま 

すよう、お願いいたします。 

 

新規会員募集中 

会員にご希望の方は、受け付けておりますので、役員まで。 

入会金1,000円と年会費2,500円をご用意ください。 

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。 

※ 「柏市歩こう会」（検索）で ホームページ をご覧ください。 

平成２４年(20１2) 

会報３月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７１号平成２４年２月１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 

ネットワーク交流会のおしらせ 

以下の予定でネットワーク交流会が行われます。 

 

① ３月２４日（土） 
秋の交流会延期のため実施（市内散策） 

集合場所 ： 北柏駅（案内あり） 

集合時間 ： ９：００受付 ９：３０分出発

② ４月２２日（日） 
春の交流会（横浜三渓園など） 

集合場所： 柏駅中央改札口 

集合時間： ８：００（時間厳守） 



      
       
 
 
 
参加者： １５５名 （会員：６３名、 一般参加：９２名）   
天気 ：  くもり  気温 ：８度 

 
「春は名のみの・・」の唄のとおりの寒い一日でしたが、多くの方のご参加をいただき

ました。前日までの雨も朝には上がり、風も無い穏やかな日でした。栃木駅から乗り換えた

両毛線は山のふもとを静かに進んでゆきました。ご住職のお話が頂戴できた台元寺から三毳

山公園に行く頃には薄日もさしてきました。午後は丁度一年前、東日本大震災で被災した

方々へ、哀悼の意をこめ、全員で黙祷をささげてから厄除け大師へと街なかを歩きました。    

厄除け大師のまわりはさすがに落ち着いたやさしを感じさせる町並みで、みやげをたくさん

抱えて佐野市をあとにした３月例会でした。雨に遭わなくて良かったですね。（担当幹事） 
 
                              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【最近無くなったもの】 
久しぶりに有楽町で降りて銀座へと歩こうとして驚きました。駅前の路地がすっかり様変わりしてい

て、あのバナナの果物屋と立ち食いソバ屋の路地が消えてしまっていて新しいビルが建っていました。

パチンコ屋は残っていましたが、あの懐かしい雑踏の雰囲気はまるでありません。新しく建ったファッ

ションセンターというよりは、ゲームセンターのようなビルに若いというより幼いといったほうがいい

ような娘さんだけが出入りしていて、中年のオヤジなど全く近寄れません。そういえば最近の駅はみな

きれいになりました。上野・日暮里・秋葉原と昔の面影がなくなりつつあります。それらといっしょに

無くなったもの：立ち食いソバ、ミルクスタンド、純喫茶、靴みがき。それにしても黄昏時の小腹の空

いたサラリーマンの腹はどこで満たされているのでしょうか？やはりコンビニですか？ 
又、街はすべて AKBに乗っ取られるのでしょうか？  （編集部）                     

 

３月例会佐野厄除け大師・  

佐野市街散策報告 



 

         
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        ４月例会（平成２４年 ●第４回例会  通算３７２回例会    ●行事通算３９５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 
春うらら都心の散歩みち、皇居周辺、赤坂界隈をめぐる 

 

日本列島がピンク色に染まる花の季節、まさに春爛漫の候。日比谷公園から皇居をぐるりと一周して

赤坂から外苑へと、都心のさくら見物と江戸城旧跡をめぐります。皇居正門にかかる二重橋は手前の石橋

と伏見櫓下の鉄橋を合わせての名称。旧江戸城の正門は大手門、東御苑内の本丸跡や北の丸から田安門を

ぬけ、皇居をはなれて靖国神社からさくらの名所千鳥ヶ淵へと進みます。さらには赤坂離宮から東宮御所、

外苑と散りゆく桜を観ながら都心の春をたのしみましょう。 

  

                 【記】 

【期    日】  平成２４年４月８日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  JR柏駅中央改札口 

【集合 時間】  午前 ７：５０分 （時間厳守） 

【出発 時間】  午前 ８：０４分 （上野行き）  

【交 通 費】  （行き）柏駅―有楽町駅  ５４０円  （帰り）乃木坂駅―柏駅 ６１０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１３．０ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ） ～有楽町駅（日比谷口下車）～日比谷公園（朝礼）～桜田門～大手門～東

御苑～北の丸公園～靖国神社～千鳥ヶ淵公園～戦没者記念墓苑～半蔵門脇公園～迎賓館赤坂御用

地～イチョウ並木～青山墓地（乃木希典家の墓）～乃木神社～乃木坂駅（解散）～柏駅 
 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

※ 「柏市歩こう会」（検索）で ホームページ をご覧ください。 

平成２４年(20１2) 

会報４月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７２号平成２４年３月１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 

★ 朝日新聞「ちばマリオン」欄も掲載頂くようになり１０数年、大勢の方が目にされ例会に 

参加を見るようになりました。だいたい２週目の火曜日に掲載されることが多いようです。 

ただし、毎月は掲載されませんのでご了承ください。また紙面の関係で詳細まではお伝えできません。

詳しくは下記のようにホームページをご覧になってください。予定もそうですが、過去の我が歩こう会の

活動の軌跡がご覧になれます。 

ほか、各柏近隣センターに置いてある、緑の用紙ウォーキングネットワーク「たより」の中にも、「柏市

歩こう会」の行事案内が載っておりますので宜しくおねがいします。       （会長） 



４月例会春うらら都心の散歩道報告 
 

 

 

４月８日（日）  快晴   気温 １８度 

参加人数 ： ２３５名 （会員：８４名、 一般参加： １５１名） 

 

 

とはいえまだ冬の寒さが続き、春を告ぐる梅・桃の開花が遅く春よ来い、早く来いと

待ち望んでいたが如く、四月に入り季節の帳尻を合わせるように各地より花の便り、まさ

に春爛漫・日本の美の候。都心の花の名所を他の花見客と共に大混雑の靖国神社・千

鳥ヶ淵を散策し、最後は青山墓地の桜をと。満開の桜の下を皆さん待ちわびた春を満

喫したお花見の４月例会でした。 

「春っていいですね～」皆さんの言葉でした。             担当幹事 
 

 

 

 

 

春 

 
４月例会・春うらら都心の春の散歩道報告 

○○のこと 
皆さん小江戸○川○越、○戸○越銀座、○近○江富士など歩いたり、登ったりの経験がおありでしょう。いずれも
○○は地元の人々が郷土愛と願望をこめて名づけたと理解しておりますが、やや商魂が見え隠れするケース

もあるようです。小京都を名乗るものは全国でなんと５０以上もあり、○○銀座は数知れずあります。銀座

の名前さえつけておけば、客も来るだろうという安易な発想のところもあるようです。一方○○富士は全国

北から南まで１６０余りありますが、信仰の対象として郷土の山に名づけたもので商魂とは関係無く他とは

成り立ちが全く異なります。名前で見あたらないものとして、小奈良○○、小鎌倉○○、○○金座などがあ

げられますが、何故と考えるよりも、自分でお気に入りの○○の名付け親になってみてはいかがですか？ 

お気に入りの場所が増えますよ！！                    編集部 



 

         
★ 会 長   濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 曻  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        5月例会（平成２４年 ●第５回例会  通算３７３回例会    ●行事通算３９６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 
焼き物、つつじ、城下町の笠間を訪ねて 

 

笠間市は県中央部に位置し概ね平地で、日本三大稲荷の笠間稲荷神社の門前町。古くは水戸城下から奥

州街道小山宿を結ぶ結城街道の宿場町として栄え、江戸後期から焼き物「笠間焼」を奨励した城下町、近

年は芸術の里として活況を呈している。また、町のシンボリックなつつじ山は、最盛期には山いっぱいに

つつじの花が咲き誇る、丘から見下ろす市街や山並みの眺望は絶景。加えて、町にゆかりの芸能人や芸術

家など見どころ満載の笠間。新緑と花の香りを聞きながら一緒に笠間の里を訪ねてみませんか。 

                          【記】 

【期    日】  平成２４年５月１３日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  JR常磐線柏駅中央改札口前                    

【集合 時間】  午前 ７：２０分 （時間厳守） 

【出発 時間】  午前 ７：３１分 （勝田行き） 友部駅乗りかえ （9：00発小山行き） 

【交 通 費】  （行き）柏駅―友部―笠間 1,280 円  （帰り）笠間駅―柏駅 1,280 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。 
※ 他につつじ公園入園料（団体400円）がかかります。 

コース案内［歩行距離約１２．０ｋｍ］ 

柏駅～友部駅（のりかえ） （ＪＲ水戸線小山行き）～笠間駅（下車：朝礼）～笠間稲荷神社～笹目酒蔵

見学～笠間藩大石邸～佐白山観音寺～座頭市碑・つつじ公園（昼食）～大黒石～佐白山ハイキングコー

ス（大石内蔵助像）～笠間工芸の丘（高野公男・船村徹歌碑）～県陶芸美術館・笠間芸術の森公園（解

散）～陶の小径～笠間駅～友部駅（のりかえ）～柏駅 

 

平成２４年新規入会の方々 のご紹介。（敬称略） 

大木 あけみ（亨） 岡田 俊明（芳子）  小形 優子（俊） 工津 静子 

鮫田 佐紀子    島 明良（充子）   須賀 涼子    鈴木 ケイ子 

辻 和幸      幅寺 久子      早川 恵智子   北条 晴彦（みどり） 

吉村 治（冨美子） 佐伯 孝夫（節子）  名取 和枝 

以上１５世帯の方が新規にご入会いただきました。皆様よろしくお願いいたします。毎月の例会で 

元気にお会いしましょう。                          （会長） 

 

交 通 安 全 を 励 行 し 、元気に楽しく歩き、お互いの親睦を図りましょう。 

 

（注）「柏市歩こう会」のホームページアドレスが変わりました。http://www.kashiwacityarukoukai.org/ 

平成２４年(20１2) 

会報５月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７１号平成２４年２月１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 



「最近の異常な天気」 

5 月６日栃木県でカミナリに遭い、怖い思いをしました。帰宅してからテレビを見て竜巻の被害 

を知りました。本当にこれは日本での出来事なのかと地震以来の驚きでした（巨大竜巻はアメリカ

で発生するものと思っていたので）。竜巻の引き金は巨大積乱雲と季節外れの寒気の南下がきっか

けで発達するという、発生予測は難しいそうですが、今後は「注意報」を聴いて備えましょう。 

それにしても、最近の異常な天気はどうしたことでしょう？立春から続いたしつこい寒さ、さくら

の花も４月下旬まで咲いていました。また、春には無かった爆撃型豪雨、例年の「春一番」ぐらい

の暴れ方では気が済まないのでしょうか？ 今夏のくそ暑さも心配です。   （編集部） 

 
 
 
 
 
参加者  会員：８２ 名、 一般参加 ：１０９ 名、   計：１９１ 名 

天気： 快晴   気温 ： １９度 

 

を向いて歩こう♪♪ のメロディが笠間駅に降り立つや、いきなり流れる。短

い春が駆け抜け、当日は早くも夏の暑さを予感させる陽射し輝く薫風の中を、

200 名近くの方が笠間市の歴史を感じさせる建物や趣のある家並み、そして起

伏に富んだ地形で表情豊かな新緑の景色を楽しみつつウォーキング。稲荷神社

境内のフジの花やちょうど「つつじ祭り」の最終日につつじの花とともに笠間

観光大使の華にも触れ、大盛況のうちに終わることができました。つつじの花

咲く中を頂上までたどり着くや突然目の前が開け、パノラマが見渡せる。高台

からの眺望も爽快。特に観光ボランティア３人の温かく心のこもった、しかも

ユーモアたっぷりのお話に参加者からたびたび歓喜の声が上がる。「素晴らしい

景色、また来たいね」「笠間ってとても素敵な街ね」などと会話しながら、楽し

く弾む声。笠間焼陶芸の文化の香りに加え、「緑と風と花」の香りのビタミンを、

沢山いただいて「またくっぺ」と帰途についた一日でした。  （担当幹事）  

 

 

 

 

上

5 月例会「焼き物、つつじ・城下町笠間を訪ねて」報告 



 

         
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        ６月例会（平成２４年 ●第６回例会  通算３７４回例会    ●行事通算３９７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 
花菖蒲の葛飾水元公園より松戸・戸定邸へ 

 

  花菖蒲が咲き競う水元公園は江戸川と中川に挟まれた水郷地帯で、昔古利根川の氾濫で再三流路を 

変えた名残の湿地帯。今や堀切菖蒲園と共に花菖蒲の郷として葛飾の名所です。 

 ‘葛西ばやし’発祥の地の葛西神社や縄でしばられた南蔵院のお地蔵さんは、大岡政談でおなじみの

地蔵です。江戸川の対岸松戸の戸定邸は、水戸藩最後の藩主・徳川昭武が建設したもの。現在は戸定

が丘歴史公園として公開されております。 

  みどりの風の江戸川を散策し、梅雨入り前の一日皆さん歩いてみませんか。 

  

                 【記】 

【期    日】  平成２４年６月１０日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  JR柏駅中央改札口 

【集合 時間】  午前 ８：００分  （時間厳守） 

【出発 時間】  午前 ８：０７分  （代々 木上原行き）  

【交 通 費】  （行き）柏駅―金町駅 ２９０円  （帰り）松戸駅―柏駅 ２１０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１２．０ｋｍ］ 

柏駅～金町駅（下車） ～葛西神社（朝礼）～半田稲荷～しばられ地蔵（南蔵院）～水元公園～江戸川堤

～松戸宿常夜灯～松戸神社～松戸市戸定歴史館 （団体入場料２００円） ～松戸駅（解散）～柏駅 
 

「自転車に気をつけて！」 

うっとうしい季節になってきましたが、こういう時こそ元気に歩きましょう。 

おしゃべりに夢中になっていると自転車に気がつかず、危ない目に遭われた方も 

いらっしゃるかと思います。自転車はまだまだルールが徹底せず、後ろからも前からも 

スピードを出してやってきます。歩道を走っても良いところもありますので、始末 

に負えません。歩行者である我々が自衛するしか今のところ方法は無いようです。 

団体で歩く時は、歩道いっぱいに広がらず、必ずどちらかを空けて歩きましょう。 

「お互い様」の気持ちを大切に！！                  （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。 

（注）「柏市歩こう会」のホームページアドレスが変わりました。http://www.kashiwacityarukoukai.org/ 

平成２４年(20１2) 

会報６月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７４号平成２４年５月１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 



 
 
 
 
参加者  会員：７７ 名、 一般参加：１１３ 名、  計：１９０ 名 

天気： 快晴   気温 ： ２４度 

 

の花散りて夏来たり、いよいよ本格的な夏のはじまり、６月の花といえば花

菖蒲。四季を通じて憩いの公園として親しまれている葛飾小合溜の水元公園へ

花菖蒲を観に行きました。広い園内は北海道を思わせる天を衝くポプラ並木、

メタセコイヤの森、昔の小合溜をご存知の方は、エッ、ここホントに小合溜と

その変わり様に驚嘆しながら散策し、日差しを避け涼しい木陰で昼食。お目当

ての花菖蒲園は大勢の見物客で大賑わい。皆さん色とりどりの花菖蒲を楽しん

だ後は、みどりの江戸川の風も心地よく、対岸にある最後の水戸藩主の松戸・

戸定邸へ。近頃純日本家屋が消えつつある中、昔日を思いはせ、郷愁を皆さん

感じたことでしょう。梅雨入りし、アジサイも咲き出した今日この頃、花菖蒲

と名所を訪ねた６月例会でした。    （担当幹事） 

 

 

 

卯

６月例会「菖蒲の水元公園から戸定邸」 報告 



 

         
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        ７月例会（平成２４年 ●第７回例会  通算３７５回例会    ●行事通算３９８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 
伝説と歴史の街・木更津をめぐる 

 

  日本武尊が弟橘姫を偲び「きみさらで～」が地名になったのが通説の木更津。野口雨情の「しょじ

ょじ」の唄のモデルになった木更津の狸囃子や、その他、歌舞伎の名せりふや一世を風靡した木更津

甚句など古くからこの地に住み着いた人々 の生活や文化が残る歴史あふれる街・木更津をめぐります。

海に面したこの街に新しく日本一高い「中の島大橋」が架けられ、東京湾が一望です。暑い季節です

が、素晴らしい眺望と歴史を感じる郷土の旅へ、さあ、出掛けましょう。 

  

                  【記】 

【期    日】  平成２４年７月８日（日）（小雨決行） 

【集合 場所】  東武柏駅中央改札口 

【集合 時間】  午前 ７：２０分  （時間厳守） 

【出発 時間】  午前 ７：３３分  （船橋行き）  

【交 通 費】  （行き）柏駅―船橋駅 ３００円 JR 船橋駅―木更津駅 ９５０円 

          （帰り） 同じです。 合計１，２５０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９．０ｋｍ］ 

東武柏駅～船橋駅（のりかえ） ～JR 船橋駅～木更津駅（東口）～太田公園（朝礼・トイレ・郷土博物館・き

みさらずタワー～矢那川～證証寺～見染めの松～木更津甚句記念碑 ～中の島大橋～中の島公園(昼

食・トイレ)～八剣八幡神社～光明寺～木更津駅（解散）～柏駅 
 

「熱中症だと思ったら」 

かんかん照りの季節、表に出るときは帽子はもちろん UV カット製品を是非身に着けて 

おでかけください。ウオーキング途中で頭がボーッとしたり、息苦しくなったら要注意 

です。他の人のことは気にせずに、すぐに日陰に避難してください。腰をかけて深呼吸。 

冷たいもので喉を潤し、頭も冷やしてください。それと近くの役員にお知らせください。 

                                   （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。 

（注）「柏市歩こう会」のホームページアドレスが変わりました。http://www.kashiwacityarukoukai.org/ 

平成２４年(20１2) 

会報７月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７５号平成２４年６月１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 



 
 
 
 
 
 
参加者  会員：４４ 名、 一般参加 ：４３ 名   計：８７ 名 

天気  くもり～雨～はれ  気温 ２９度 

 

じ県内とはいえ近くて遠い木更津。駅を出ると街は雨模様で先行きが思いやられましたが

大田公園内のタワーからは素晴らしい眺望でした。また博物館には上総の生活を偲ぶゆか   

りの民俗品が多数展示されていて、もう少し時間が欲しかったとの声もありました。 

相棒を亡くした日本武尊の涙雨か雨足が激しくなり、鯉が遊泳する矢那川沿いの散策は駆け 

足。ほうほうの体で證証寺に到着しました。古狸の念力が通じたか雨が上がり、一転、歩き日

和に。与三郎お富の見染めの松、木更津甚句記念碑は人為的な印象でしたが、中の島大橋をわ

たる潮風に自然を肌で感じて「終わり良ければ全てよし」の７月例会でした。 （担当幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山ガール 

最近はどこの山でも人気があるところでは必ず「山ガール」にお目にかかります。まず 

カラフルなウエアに身を包み、リュックの色やステッキもコーディネイトされています。 

装備もしっかりしていて、きちんと情報も得て登山をしているので遭難者のリストには 

載ることは少ないようです。むしろご年配の登山者のほうが遭難や体調の不良を訴えて 

迷惑をかけるケースが多いようです。このブーム、釣りや探検まで女性が進出してきました。 

さて、このブームいつまで続くことやら。女ごころはわかりません。    編集部 

 同 

７月例会「伝説と歴史の街、木更津散策」報告 



 

         
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        ８月例会（平成２４年 ●第８回例会  通算３７６回例会    ●行事通算３９９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 
少しでも涼を！日光鬼怒川五橋めぐり 

 

 那須山系を源とする鬼怒川は日光で大谷川（だいやがわ）を抱き込んで、やがて利根川に合流し、 

太平洋へと流れ込んでゆきます。那須火山系はすばらしい景観と温泉のめぐみを与えてくれました。 

今回は鬼怒川公園駅から鬼怒川温泉駅までの川沿いのコースを歩きます。吊り橋の上から見る水し 

ぶきをあげて流れる川に、しばし暑さも忘れることでしょう。足湯など楽しみもたくさんありますよ。 

暑さ対策をしっかりとって、元気に参加しましょう。 

 

                 【記】 

【期    日】  平成２４年８月２６日（第４日曜日）（小雨決行） 

【集合 場所】  東武線柏駅中央改札口 

【集合 時間】  午前 ７：４０分  （時間厳守） 

【出発 時間】  午前 ７：５２分  （大宮行き）  ８：４３分春日部発 （新藤原行き） 

【交 通 費】  （行き）柏駅―鬼怒川公園駅 1,320 円  （帰り）鬼怒川温泉駅―柏駅 1,320 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９．０ｋｍ］ 

東武柏駅～春日部駅（乗りかえ） ～鬼怒川公園駅（下車）～鬼怒川公園（朝礼）～鬼怒岩橋～滝見橋

（吊り橋）～くろがね橋～ふれあい橋（休憩・トイレ）～立岩橋～松原公園（昼食・トイレ）～鬼怒楯岩大吊り橋

～松原公園（解散）～鬼怒川温泉駅（足湯）（１４：３２分乗車予定）～春日部駅～柏駅 
 

 

 

 

 

 

 

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。 

※ 「柏市歩こう会」（検索）で ホームページ をご覧ください。 

平成２４年(20１2) 

会報８月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７６号平成２４年７月１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 

冷たいものを食べすぎないように！！ 

暑い暑いと冷たいビールをがぶ飲みしたり、アイスを食べすぎると夏のおわりに 

その反動で体調をくずすことが多いようです。汗をいっぱいかく時や、かいた後の 

水分補給はもちろん熱中症対策には必要ですが、冷たいものより熱いお茶や、 

ハチミツなどがたいへんよろしいようです。是非お試しください。秋になるとその 

違いがわかるそうです。                        (会長) 



 
 
 
 
 
 
    期日：８月２６日（日）  天気： 快晴  気温：３３度 
 

参加者  会員：５４ 名、 一般参加：６２ 名、 計：１１６ 名 

 

というより酷暑の毎日、それでも１００名を超す方々のご参加をいただき、温泉の街

鬼怒川沿いを元気に歩きました。さすがに日光、清流から渡ってくる風、セミの鳴く  
木々からの風は爽やかで、暑さもしばし和らいだ感じがしました。大吊り橋を渡るときの

スリルを味わったあとは、駅前の足湯につかりながらワイワイといろんな話に花が咲いた

８月例会でした。楽しかったですね！              （担当幹事） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災復興ボランティア（２） 

お盆休みを利用して２回目のボランティアに参加してきました。今回は南三陸町での活動でした。 
防災のご担当の女性が最後の最後まで津波からの避難を呼びかけ、ご自身はビルの屋上まで上ったにもかかわら

ず津波の犠牲になった町、船がビルの屋上にいつまでも残っていた処といえばおわかりいただけるかと思われま

す。１年半たった今でも、ほとんど復興は進んでいません。我々は男女合わせて４０名、今回のボランティアは

我々含めて３団体でした。みんなで側溝のガレキを取り除く作業をしました。家が流されたあとの側溝はほとん

ど砂や泥で埋まっていて、水はけが悪く、雨になると一面水浸しになるそうです。側溝のフタはコンクリートで

重く、２日目は誰もが腕や足がパンパンになっていました。原爆ドームのようなビルが 3つ 4つ残されただけの
街にはまだ花は咲いていません。家の敷地あとに雑草が伸びているだけです。なんとか花が咲く街になるように

少しでもお手伝いできればと考えています。               会員より 
 
 

 

 残暑 

８月例会「涼を求めて！日光鬼怒川五橋めぐり報告 



 

         
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        ９月例会（平成２４年 ●第９回例会  通算３７７回例会    ●行事通算４００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 
真鶴半島ぐるりと一周ウォーキング 

 

静岡県と神奈川県の県境に近く相模湾につきでた真鶴半島。散策してみたい所の一番人気、沢山の要望

により再度企画してみました。真鶴半島は、箱根火山の外輪山の一部で相模湾につきでたもので、海岸の

高さは２０ｍ程の岩がつづき真鶴岬の三っ石は、細長く海に岩が続き潮の引いた時は先端まで歩けます。

又内陸に入ると海の幸を育てる森があり、松、楠、椎の常緑樹が茂っていて、幾つかの森林浴遊歩道もあ

ります。またこの森は魚を集める森として「魚つき保安林」とも呼ばれています。 

潮風と森林浴を満喫しながら歩いてみませんか。 

 

                    【記】 

【期    日】  平成２４年９月１６日（第３日曜日）（小雨決行） 

【集合 場所】  ＪＲ柏駅中央改札口 

【集合 時間】   午前 ７：２０分  （時間厳守）   

 【出発  時間】   午前 ７：２５分  ＪＲ常磐線 （上野ゆき） 

東京駅  ８:２１分発 快速アクティー（小田原ゆき）  ９番線ホーム 

【交 通 費】   休日おでかけパス利用 ２６００円   小田原駅→真鶴駅 のりこし清算２３０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１０．０ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ）～東京駅（のりかえ）～小田原駅（のりかえ）（９:４４分発熱海ゆき）～真鶴駅  

９:５７分着（下車）～荒井城址公園（朝礼）～中川一政美術館前～森林浴遊歩道～真鶴ケープパレス～真

鶴岬（昼食）～潮騒遊歩道～琴ヶ浜海岸～真鶴湾～真鶴駅（解散）～柏駅 

 

 

 

 

 

 

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。 

※ 「柏市歩こう会」（検索）で ホームページ をご覧ください。 

平成２４年(20１2) 

会報９月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７７号平成２４年８月１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 

例会候補地についてのお願い 
例年１０月役員会にて来年度の例会の行き先を決定しております。是非行っ

てみたいところ、以前に行ったことがあるけれど、もう一度行ってみたいな

ど、意見をお聞きしています。お気軽に希望地を役員までお知らせください。 
楽しい例会にと一緒に協力していきましょう。よろしくお願いします  

（会長） 



９月例会「真鶴半島ぐるりと一周ウォーキング」報告 

 

期日：９月１６日（日）  天気： 雨（一時）～晴れ  気温：３１度 

参加者： １１９名  （会員４８名、  一般参加７１名） 

 

真鶴駅にほど近い荒井城址公園に行く手前から大型台風の影響で雨が降りだし、雨中で
の朝礼でしたが、皆さんの念力が通じまもなく止みました。 
 偶然ですが、翌１７日「朝日新聞の天声人語」に真鶴半島の松、楠、椎の常緑樹の素晴
らしさを称える、次のような記事が載っておりました。 
「スダジイ、クスノキ、クロマツの大樹が江戸時代から年輪を刻む、仰ぐたびに気圧（け
お）された。これほどの密生は珍しい」と。 
 豊かに広がる森、その大樹生える“お林遊歩道”“森林浴遊歩道”“番場浦遊歩道”他に
潮の香満ちる“潮騒遊歩道”“琴が浜海岸”と、いっとき都会の喧騒を逃れ、森のオゾンを
胸いっぱい取込み、英気をつちかい、また頑張ろうと明日への糧にした９月例会でした。 

（担当幹事） 

 



 

         
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        １０月例会（平成２４年 ●第１０回例会  通算３７８回例会    ●行事通算４０１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 
秋色に染まる大月・猿橋を訪ねて 

 

江戸・日本橋と甲斐の国を結ぶ甲州街道はかって徳川幕府が整備した五街道のひとつ。万が一にそなえ

る重要な運用路だったと言われ、大月市を東西に貫いています。創建1200年の三嶋神社には、かって巨

大なケヤキの木がそびえていて巨木を「大槻」と呼んだことが現在の「大月」の地名の由来です。今回訪

ねる日本三大奇橋のひとつ「猿橋」は、西暦600年代、渓谷を行き来する猿の群れをヒントに造られ、   

安藤広重の「甲陽猿橋乃図」に描かれていて、郷土資料館の模型で学ぶことができます。快適な二階建て

列車「ビューやまなし」に乗り、ご一緒に小さな旅の思いで作りとしゃれ込みましょう。 

 

                    【記】 

【期    日】  平成２４年１０月１４日 （小雨決行） 

【集合 場所】  ＪＲ柏駅中央改札口 

【集合 時間】   午前 ７：３０分  （時間厳守） 

【出発 時間】  7 時３６分 JR 常磐線 （上野ゆき） 

【交 通 費】   （柏駅～大月駅） 休日おでかけパス利用 ２６００円 

新宿駅 9：0２発「ビューやまなし」 １１番線 （１～３、８～１０号車）に乗車 

【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１０．０ｋｍ］ 

柏駅～日暮里駅（のりかえ） ～新宿駅（のりかえ）（１１番線）（９：０２発）～大月駅 （下車）～高月橋～大

月郷土資料館（見学自由）（昼食）～猿橋（自由散策）～森武七の墓碑～西国三十三番観音霊場碑（解

散）～大月駅～柏駅 

  日ごろの鍛錬 

  月一回の例会ウォーキングに楽しくご参加いただき、誠に有難うございます。 

 ウォーキングは体の新陳代謝をはかり、内臓脂肪を取り、老化を防ぐ大変良い方法です。 

しかし平素運動をされていない方が急に歩くとケガや事故のもとになります。 

毎日でなくてもかまいませんから、続けられる運動をしましょう。 

散歩や自転車でもかまいません。プールなどはおすすめです。（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。 

※ 「柏市歩こう会」（検索）で ホームページ をご覧ください。 

平成２４年(20１2) 

会報１０月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７８号平成２４年９月１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月例会「秋色に染まる大月・猿橋を訪ねて」 報告 

 

 

期日：１０月１４日（日）  天気： 快晴  気温：２３度 

参加者： １５０名  （会員６２名、  一般参加８８名） 

 

絶好のウォーキング日和、多くの参加者と大月駅から桂川沿いを猿橋まで元気に歩きま
した。参加者の中の２５名の山ガールは高月橋で別れて岩殿山の頂上を目指す特別コース。
大滝を過ぎると道が一面に開け、桂川と川中にある堰の間から流れ出る幾重もの白い水流
とが見事なコントラストを描き、すぐ上には岩肌も荒々しい岩殿山、まわりを囲む甲斐の
山々。正に「山紫水明」！！猿橋は橋のつくりもさることながら、橋の下をながれる淵、
それを覆うもみじなど、その美しさに見とれてしまいました。優しい秋の風を体にいっぱ
い受けながら家路についた１０月例会でした。             （担当幹事） 
 

 

 



 

         
★ 会 長   濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

        １１月例会（平成２４年 ●第１１回例会  通算３７９回例会    ●行事通算４０２回） 
（注）「役員の責任」 本会の行事中に事故等が発生しても、会員及び一般参加者は、会および役員の責任を一切問わない事とする。 

 

１１月行事のご案内 

海岸を走る鶴見線に乗ってレトロな世界へ。 
 

 明治時代まではのどかな干潟が広がっていた海岸線。その地域が大正以後は京浜工業地帯の発展 

に合わせて鉄道が敷設され、今やどこか懐かしい昭和の風情が漂う鶴見線の小さな駅舎。その沿線 

界隈と迫力のある工場群などを見て歩いて、レトロな駅ごとに移りゆく風景を探して小さな旅をします。 

プラットホームから海を一望できる「海芝浦駅」、名士の名を残す「浅野駅」、昭和の世界にタイムス 

リップする「国道駅」など鶴見線を行きかう人々 のぬくもりを感じる沿線の街を、皆さんと共に歩きます。 

 

                         【記】              

【期   日】  平成 24年 11 月 11 日（日）（小雨決行） 

【集合場所】  柏駅中央改札口前 

【集   合】  午前７時４５分（時間厳守）  

【出   発】  午前７時５３分 常磐線上野行き （日暮里乗り換え、京浜東北線鶴見駅下車） 

            鶴見線鶴見駅 ９：２０分発、海芝浦行きに必ず乗車のこと   

【交 通 費】  （行き）柏駅―（海芝浦駅）―浅野駅 1,020 円        

（帰り）鶴見駅―上野駅―柏駅 890 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 10ｋｍ］ 

柏駅―日暮里駅（乗り換え）－鶴見駅（鶴見線へ乗り換え）－海芝浦駅内公園（朝礼）― 

浅野駅（下車）～入船公園～仲町商店街～環境エネルギー館（見学・昼食）～ 

小野弁財天～鶴見小野駅～国道駅～総持寺（解散） ～鶴見駅～柏駅 

 

交通ルールを守りましょう 

 ウオーキングに最適の季節になってまいりました。毎月の例会に楽しくご参加いただいて有難うございます。 

我々役員は皆さまを安全に楽しくをモットーにご案内させていただいております。ただ、交通ルールはみなさま 

ご自身で守っていただくしか方法はありません。斜め横断・赤に変わることがわかっているのに横断・広がって歩く・ 

事故になる前にもう一度ルールを守ることを心がけてください。いろんな人が見ていることを忘れずに 

              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。 

※ 詳しくは「柏市歩こう会」（検索）で ホームページ をご覧ください。 

平成２４年(20１2) 

会報 11 月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3７９号平成２４年 10 月１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 



１１月例会「海岸線を走る鶴見線に乗ってレトロな世界へ」報告 

 

期日：１１月１１日（日）  天気： 曇り  気温：１７度 

参加者： １１７名  （会員５２名、  一般参加６５名） 

 

んよりと曇った秋の一日、午後からは雨の予報、お出かけを躊躇された方もいらっ

しゃったようでも、「海芝浦駅」には１００名を超す方々が下り立ちました。運河

の水際に建つ駅のすぐ前には「つるみつばさ橋」と京浜工業地帯。昼食をとらせていただ

いた「環境エネルギー館」の屋上からは、さらに、横浜の街や丹沢までが見渡せる絶景で

した。休日のため閑散とした工場地帯を鶴見線沿いに総持寺まで。途中の国道駅は船宿の

看板が良く似合う暗いアーケード、鶴見の町をの～んびりと歩いた１１月例会でした。     

（担当幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「冬瓜」 

  秋の気配を感じると冬瓜が店に並びます。大きいものや、小さいもの、西瓜 

  ほどには大きさにはこだわりません。分厚い皮と大部分を占める芯、切れ目を 

  入れるとぷーんと青臭い香り。この実をひき肉と生姜・醤油で煮て最後にかた 

  くりでとろみをつければ出来上がり。味付けはシンプルなほどおいしさは増すよ 

うです。これを熱いご飯にのせてふうふういいながらいただく。食欲の秋とも 

あいまってご飯がすすむ・すすむ～。でも何故かこの冬瓜、若い人にはあまり 

人気がないようです。こんなにおいしいものをもったいないなあ！ 会員より 

ど



 

 
★ 会長    濱口 隆  船橋市二和西 1-6-4-102 ☎090-1205-3551 

★ 事務局   岡本 昇  柏市篠籠田 1030-10   ☎04-7148-0391 

１２月例会（平成２４年 ●第１２回例会  通算３８０回例会    ●行事通算４０３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 
荒行で有名な中山法華経寺から市川万葉植物園へ 

 

昔の道中記に 「中山という処に正中山法華経寺という日家の霊刹あり、寺領５０石、五重の浮図を置く、

末寺三千有余」と。中山の鬼子母神として親しまれている法華経寺は日蓮宗の大本山。 

国宝の「立正安国論」ほか、境内の堂宇の幾つかは国の重要文化財に指定され、又この時期荒行堂

では、全国から集まった僧が、一番寒い季節の１１月１日より１００日間、睡眠３時間、食事一汁一

菜、一日７回の水行。合間に読経し自ら苦行を課し修行しています。大町自然公園は下総台地の谷津

で、自然のまま残り、隣接する動植物園と共に自然林の公園です。万葉植物園は万葉人が自然を愛し

た心を偲び、万葉集に詠われた草花が植えられています。 

散策途中、色づいた“もみじ、いちょう”を観ながら師走の一日を楽しんでください。 

【記】 

【期    日】  平成２４年１２月９日 （小雨決行） 

【集合 場所】  ＪＲ柏駅中央改札口 

【集合 時間】  午前 ８：００分  （時間厳守） 

千代田線 ８：０７発 乗車 

【交 通 費】  （ゆき） 柏駅～下総中山駅 ３８０円  西船橋（のりかえ）（総武線④番線） 
（帰り） 市川大野駅～柏駅 ２１０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～新松戸駅（のりかえ） ～西船橋駅（のりかえ）（総武線④番線）～下総中山駅（下車）～中山法華経

寺（朝礼）（境内自由散策）～大柏川ビジターセンター(wc)～市川大野高校～動植物園～大町公園～観

賞植物園（昼食）～市川霊園～大野城跡～万葉植物園（解散）～市川大野駅（武蔵野線）～柏駅 

 

 

 平成２４年も間もなく暮れようとしています。今年も多くの方々が例会にご参加いただき、誠に有難うござい 

ました。１月から１１月まで延べ 1,832 名 １例会あたり 168 名の参加者数でした。参加者の最高齢は 

９０歳超、本当に頭が下がる思いです。新会長として１年間夢中でやってまいりました。至らない点は多々 

あったと反省いたしております。今後とも忌憚のないご意見やご指導・ご鞭撻なにとぞ宜しくお願い致 

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。 

※ 「柏市歩こう会」（検索）で ホームページ をご覧ください。 

平成２４年(20１2) 

会報１２月号 

 

柏市歩こう会 
会報 3８０号平成２４年１１月１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 



１２月例会「市川市散策中山法華経寺から万葉植物園」報告 

 

期日：１２月９日（日）  天気： 快晴  気温：１０度 

参加者： １６２名  （会員７０名、  一般参加９２名） 

 

“師走”の例会、小春日和を願って正中山日家の霊刹・中山法華経寺を訪ね、まだ朝早
く参拝する人も少なく、色づいた木々の中、荒行堂の前では修行僧達の苦行を想い、皆さ

ん境内、堂宇を自由散策し、大柏川の桜並木の遊歩道を歩き、自然林そのままの大町公園

へ。綺麗に色づいた園内のもみじ山、植物園を散策し、隣接する市川霊園のいちょう並木、

万葉人の愛した草花が植えられている万葉植物園と皆さん一寸風が冷たかった師走の例会

を楽しんだ一日でした。      （担当幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「またまた、地域新聞！！」 

  去年に引き続き、地域新聞のインタビューを受けました。今回はシニア特別版 

  「しゃんしゃん ２」に掲載されています。我々の活動のモットーや例会の企 

画・ 役員の仲間意識などが紹介されています。ぜひご覧になってください。 

  また、別の新聞社（ニューファミリー）からも１２月の例会案内を自身の 

ホームページに載せたいと誘いがありました。役員一同、さらに楽しい会へと、 

  例会や会報、ホームページに工夫とアイデアを盛り込んでまいります。   

今後ともよろしくお願いいたします。          編集部 


