第１号発行 平成１４年１２月２０日
毎月２０日発行 第１１０号
一般社団法人 日本ウオーキング協会 ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会加盟団体
大和市教育委員会後援

２０１６（平成２８年）

１０月号

マナーを守り 歩かせていただく道に 感謝し歩こう
２０１６年

１０月

例会案内

（参加費：県央及び KWA 会員は２００円・他協会は３００円

一般の方は５００円）

１０月：４日（火）大和十龍めぐり ②
１３㎞
受 付：やまと公園 ８：５０～９：２０
（小田急・相鉄 大和駅～５分）
解 散：中央林間駅（小田急・田園都市線）
１３：３０頃
１０月 １０日（月祝）第１６回 県央 まほろば大会 参加費 一律 ５００円 33 ㎞・１０㎞
受 付：ふれあいの森 親水広場 ８：００～９：００： （小田急・相鉄線 大和駅～１5 分）
自由歩行
スタート 33 ㎞
8：20～
10 ㎞ 9：00～
解 散：親水広場
11：30～１５：３０頃
１０月：１９日（水） 引地川フリー
①１２㎞
②23 ㎞
受 付：ふれあいの森 親水広場 ８：５０～９：２０
（小田急・相鉄線 大和駅～１５分）
解 散：ショート
円行公園
（小田急線 湘南台駅へ ７分）
１３：００頃
ロング
（小田急線 鵠沼海岸駅へ１０分）
１５：００頃
問い合わせは事務局へ ☎ ０４６-２６３-５１５４
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１０月

４日【火】

大和十龍めぐり ②

受

付：やまと公園：８：５０～９：２０

解

散：中央林間駅（小田急・田園都市線）

１３㎞
（小田急・相鉄線 大和駅～５分）
１３：３０頃

携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：大和駅→やまと公園（受付）→山神社→ふれあいの森→善徳寺→泉の森→246 橋桁→西鶴寺→
鶴間駅踏切→長堀公園前信号→諏訪神社→下鶴間ふるさと館→第六天神社→つきみ野駅→中央林間
見

所：大和市には約４０の寺社仏閣があり、それぞれ大小さまざまですが、そのうちの１０の寺社の本殿、
本堂には龍の彫り物が祀られております。龍は想像上の生き物ですが、地上最強の生き物として神
仏の守護神とされてきました。前回（9 月）は南方面の５寺社を巡り、今回は北方面の５寺社を巡
り、これで十龍巡りを完結します。縁起よくご利益があるとされている龍の彫り物に出会い新たな
発見につなぎたいものです。

第１６回県央まほろば大会
開催日 ２０１６年１０月１０日(月/祝)

まほろばパスポートお持ちください

雨天決行 １０ｋm、３３ｋｍ

自由歩行

集合場所
ふれあいの森 親水広場▼ （小田急・相鉄線大和駅１５分）
受
付
８：００～９:００
スタート ３３km ｺｰｽ＝８：２０より順次、 １０km ｺｰｽ＝９：００より順次
参 加 費
一律５００円
ゴ ー ル
ふれあいの森 親水広場
ゴール開設時間
１１：３０～１５：３０まで
コ ー ス 33km 親水広場→泉の森→鶴間駅前→歩行者専用道→少女の像→つきみの信号→境川
→瀬谷入口交差点→深瀬橋→深見神社→下和田交差点→ゆとりの森→引地川→親水広場
10km
親水広場→泉の森→鶴間駅前→大和スポーツセンター→親水広場
概
要
大勢の方々の好評をいただき１６年目を迎えました。コースをリニューアルし、２コースを
用意しました。

問合せ先 ： 県央ウォーキング協会

℡０４６－２６３－５１５４

10 月 19 日【水】引地川フリー
①１２㎞
②２３Kｍ
受 付：ふれあいの森親水広場 ８：５０～９：２０
（小田急・相鉄線 大和駅１５分）
解 散：ショート
円行公園 （小田急線 湘南台駅へ７分）
１３：００頃
ロング
鵠沼橋（小田急線 鵠沼海岸駅へ１０分）
１５：００頃
携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：親水広場（受付）→福田１０号橋→六会橋→こぶし荘→柳橋→円行公園（１２ｋｍゴール）→
引地川親水公園→引地橋→引地川親水広場→鵠沼橋（２３ｋｍゴール）→鵠沼海岸駅
見 所：大和市の泉の森に源を発し、洪積台地を浸食して谷底平野を形成しながら南流。藤沢市稲荷付近か
ら湘南砂丘地帯へ流れ出て、藤沢市の鵠沼海岸公園から相模湾に注ぐ。主な支流に蓼川（たてかわ）
・
不動川・一色川・小糸川がある。中流部の谷底平野には水田地帯が見られ、農業用水として利用さ
れている。昭和 58 年に「引地川川べり遊歩道」が開通し、昭和 62 年に旧建設省の「ふるさとの
川 モデル事業」の指定を受けて以来、遊水地建設とともに親水護岸などが設置されるなど、市民に
親しまれる川への取り組みも進められている。下水道の普及と共に水質も向上し、河川清掃などの
市民ボランティア活動も行われている。
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≪歩きました

例

会

報 告≫

８月 ２１日（日）早朝の泉の森散策
１０㎞
秋風を感じる清々しい朝、やまと公園には早朝から多くのウオーカーが集まった。あまりの盛況ぶりに役
員の一部が「地図が足りるかなあ」と嬉しい悲鳴を聞きながら、８時過ぎにスタートし、引地川沿いをい
つもの逆コースを歩き親水広場でトイレ休憩後、泉の森の散策に入る。泉の森の木漏れ日を浴びながら、
親水広場に戻り IVV を渡してゴールした。台風の接近で天気が心配でしたが、２８２名の方の気持ちが天
気を持たしてくれ無事にゴール出来ました。参加の皆さんお疲れ様でした。
９月 ４日 （日） 早朝 大和の十龍めぐり①
１2 ㎞
昨夜の叩き付けるような雨が夜明けとともに上がっている。しかし厚い雲が漂う下、集合地の大和駅に向
かう。雨はいつ降り出してもおかしくはない。案の定、受付は小雨の降り始めた駅の庇の一角を借りて行
うことにした。集合は予定通りやまと公園で行い、８時１０分にここを出発する。今日のウオークは大和
市内の神社仏閣のうちの１０寺社にある龍の彫り物を訪ねるものだ。龍はこの地上では最強の生き物だと
言われて寺社に祀られているもの。今日は１０寺社のうちの５寺社（佛導寺、深見神社、左馬神社、薬王
院、若宮八幡宮）を順に巡る。雨を心配しつつのウオークも中頃からは薄日も射す天気となり龍のパワー
のお陰かと喜ぶやら暑さが気になるやらのウオークとなって１１時１０分ごろ無事ｺﾞｰﾙの高座渋谷に到着
した。２２７名の参加者の皆様、雨天を気にしつつの中、本日は有難うございました。
詳細は 県央ウォーキング協会 検索

是非ご覧下さい

【ウォークにご参加の皆様へお願い】
８月２１日の例会の時に、転倒の事故が起き、後日の診断の結果、
大腿四頭筋断絶の手術となりました。皆様にはくれぐれもご注意お
願いいたしますとともに、参加カードには必ず 氏名・住所・電話
番号の記入をお願いいたします。

９月号発送後に継続された皆様（敬称略） ４名
鈴木 和夫

齋藤

翠

伊藤

政雄
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ありがとうございました。
吉田真夕美

県央インフォーメーション

2016 年
11 月 16 日 水

都県境尾根

１１月の行事予定

12 ㎞

つくし野駅

ゴール 鶴川駅

受付 つくし野駅前 ８:50～９:20
11 月 23 日 水祝 鶴見川フリー

１６㎞

１３：３０頃

２５㎞

鶴川駅北口

ゴール 綱島駅

受付 鶴川駅前公園 8：20～8：50
11 月 30 日厚水

厚木基地一周

１５：0０頃
大和駅～１０分

１５㎞

受付 親水広場

ゴール 大和駅

8:50～9:20

１４：３０頃

マナーを守り、整然と
地域の皆様にも笑顔で迎えて
いただけるような
ウォーカーに
皆様のご協力をお願いいたします。

会員の皆さん“継続の手続きはお済みですか？
継続が近づきますと会報の封筒に会費期限が印刷されマーカーされ、封筒の中には更新の手続き
に必要な振込用紙が同封されます。振込用紙に記入し例会時、又は郵便振込でお願いします。
会報が毎月発行なので発行の月の方に振込用紙を入れておりますが、ラベルに書かれた継続月が
近くなりましたら早めでも大歓迎です。早割の特典はありませんが？
４ケ月位遅れますと退会扱いになり会報が届かなくなりますので宜しくお願い致します。
退会なさる時は、事務局までご一報いただければ幸甚です。一言お礼を言いたいと思います。
入会の時に年齢を、お聞きしていないので、ハトの会（80 才）になられたら、自己申告を
お願い致します。
歩きのお仲間にお入りになりませんか？ 入会されますと毎月県央の会報と神奈川県の会報
が送られてきます。都合の良い日に歩きたいコースを選んで参加してください。
会員になると、他の協会へも通常、200 円で参加できます。
入会金
１０００円
継続年会費
正 会 員
２０００円
家族会員
１０００円
ハトの会
１０００円（８０才以上の方）
ＪＷＡ維持会員
ウオーキングライフ購読費
（年間 ６回） ２０００円
郵便振替口座 ００２９０－０－９６１２３
県央ウォーキング協会
（2016） 平成２８年１０月号

発

Ｎｏ１１０号

行 県央ウォーキング協会

毎月 ２０日発行

会

会長携帯 ０９０－９６４５－１３５５

長 三 浦

繁

編集担当 三 浦 カ ツ 子

事務局 〒242-0021 大和市中央 3-9-19

TEL・FAX 046-263-515４
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