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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）

１１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

１１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）

１１月：１６日（水）都県境尾根
１２㎞
受 付：つくし野駅前広場 ８：５０～９：２０
（東急田園都市線）
解 散：鶴川駅（小田急線）
１３：３０頃
１１月 ２３日（木祝）鶴見川フリー
①１２㎞
②２３㎞
受 付：鶴川駅前公園 ８：２０～８：５０：
（小田急線 鶴川駅～5 分）
解 散：① 中山駅（ＪＲ横浜線）１２：００迄
② 綱島駅（東急東横線）１５：００迄
１１月：３０日（水）厚木基地一周
１５㎞
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～10 分）
解 散：大和駅 （小田急・相鉄線）
１４：３０頃
問い合わせは事務局へ ☎ ０４６-２６３-５１５４
１１月 １６日【水】
都県境尾根
１２㎞
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受

付：つくし野駅前広場：８：５０～９：２０

解

散：鶴川駅（小田急線）

（東急田園都市線）
１３：３０頃

携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：つくし野駅→つくし野駅前広場（受付）→つくし野１丁目→町田総合体育館→恩田川を渡る→東雲
寺入口→都県境尾根①→奈良山公園→都県境尾根②→三輪中央公園（昼食）→熊野神社→岡上交番
前→鶴見川→鶴川駅
見

所 東京町田市と神奈川県とは複雑に入り組んでいます。そこに残された昔ながらの尾根道を歩きます

町田市にある東雲寺付近から尾根道に入り、奈良山公園で休憩した後、さらに鶴見川に向かって尾根道を歩
きます。アップダウンは登り口と降り口だけですのでのんびりとしたウォーキングが楽しまると思
います。

１１月 ２３日【水祝】 鶴見川フリー
①１２㎞
②２３Kｍ
受 付：鶴川駅前公園 ８：２０～８：５０
（小田急線 鶴川駅～５分）
解 散：① 中山駅 （ＪＲ横浜線）
１２：００迄
② 綱島駅 （東急東横線）
１５：００迄
携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：鶴川駅前公園（受付）→鶴川→恩廻公園→青葉警察署裏→東名高速下→精進橋→①ゴール（川和町・
中山駅）→鴨池橋→３京下→新羽橋→②ゴール→綱島駅
見 所：県央の例会に 5 年ぶりに鶴見川フリーが戻ってきました。今回は１２㎞と２３㎞の２コースです。
澄みきった青空の下、鶴見川の土手を深呼吸しながらマイペースで歩いてください。
１１月 ３０日【水】 厚木基地一周
１５㎞
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～１０分）
解 散：大和駅 （小田急・相鉄線）
１４：３０頃
携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：大和駅→ふれあいの森 親水広場（受付）→基地東側→ゆとりの森（基地東側）→光綾公園（昼食）
→基地西側→ゴルフ場横→厚木街道（基地北側）→大和駅
見 所：大和市と綾瀬市にまたがっている厚木基地（アメリカ海軍と海上自衛隊が共同で使用している軍事
基地。県内で唯一、固定翼ジェット機が離着陸できる航空施設である。
）を一周します。
平たんなコースで、基地周辺の公園を巡り、黄葉・紅葉も楽しめます。
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≪歩きました

例

会

報 告≫

９月１９日 （月・祝）目久尻川の彼岸花 花⑪
１０㎞
秋雨前線が全く動かず天気予報は毎日雨マークがあり、今日も９時ごろから雨の予報でした。
幸いにして出発式では雨も降らず曇りと好天しました。泉の森の入り口の白と黄色の彼岸花は咲いていまし
たが赤の彼岸花は遠慮し、ちらほらでした。泉の森を散策した後芹沢公園に到着し、トイレ休憩し、小雨が
降り始めましたが目久尻川に出て、目久尻川を下り、北部公園手前の彼岸花を鑑賞し解散しました。
天候が悪い中大勢の方にご参加頂きありがとうございました。参加者は 272 名でした。
９月 ２４日（土） 和泉川を上る
１２km
天候は曇りで１２時ごろから雨の予報もあり、予定を変更し、いずみ中央駅前で昼食予定を取りやめゴ
ールまで直行することにしました。湘南台公園に１９４名の方が参加され、境川から県立境川遊水地公園に
向かい鷺舞橋を渡りトイレ休憩。和泉川に出て和泉川を上るコースをウォーキングし、いずみ中央駅前で
ＩＶＶを配布ゴールのいずみ野駅に向かいました。いずみ野駅に近づいたころからぽつぽつと雨が降り始め
ましたが、無事ゴールしました。ありがとうございました。
１０月 ４日 （火） 大和の十龍めぐり ②
１３㎞
昨日の天気予報で、それまでの雨予報が一転し晴れて暑くなるとのこと。集合時間には早くも予報通り真
夏を思わせる暑さになってきた。今度は熱中症に注意だ。出発式には天気になったことで熱中症には十分注
意し、水分の摂取を促してのスタートとなる。今日のウオークは、前回９月に南半分の５龍を巡ってあるた
め、北半分の５龍を巡るコースだ。集合場所のやまと公園に程近い山神社を先ずお参りし、ふれあい広場を
抜けて、善徳寺へ、更に泉の森の木陰を抜けて西鶴寺へ。この寺では本堂の前を通らなければ先に進めない。
このためウオーカーは龍の彫刻を眺め、頷きながらのウオークとなった。このあと暫くは日影が期待できな
い道を進み、諏訪神社へ到着。神社の龍に手を合わせた後、木陰でそれぞれ昼食を摂り、午後は第六天神社
を通ってゴールの中央林間駅に向かった。暑い日差しの中２９４名の参加者の皆様お疲れ様でした。２日に
及んでの十龍巡りは如何だったでしょうか。役員も龍のことについて不勉強で質問にも答えられないものが
いくつかありましたがそれでも皆様が笑顔で完歩されたことに感謝申し上げます。有難うございました。
１０月１０日 （月祝） 第 16 回 県央まほろば大会
１０㎞
33 ㎞
５２年前の今日、東京オリンピックの開会式が当時統計的に一番雨が少ない日だったために開催され、
本日も昨日の雨が嘘のように上がり、曇り空のなか、第１６回 まほろば大会が開催された。
本日は、フリーウオークの長距離があるため普段より、受付時間、スタート時間も早いにも関わらず早朝か
ら多くのウオーカーが親水広場に集まった。８時３０分にロングコースがスタートし、９時にはショート
コースが順次スタートした。
今回ショートコースは、泉の森と大和市内の北部市街地を歩くコースに変更し、
ロングコースは、南進から北進にコース変更した。境川、引地川とも水の流れは静かに流れ、午後２時頃に
は全てのウオーカーが無事にゴールした。本日は３７８名の参加を得てありがとうございました。
一部参加者からミドルコースの再開の声が出ていましたので、来年は復活出来るように役員一同頑張ります
のでご期待下さい。
詳細は 県央ウォーキング協会 検索 是非ご覧下さい

まほろば大会に於きまして、お手伝いをお願い
した皆様、早朝よりご協力有難うございました。
お陰様で天候に恵まれ、無事に事故・ケガもなく
笑顔のうちに終ることができました。
紙面を借りて御礼申し上げます。
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県央インフォーメーション
新会員様ご紹介

井上

清子様（座間市）

どうぞよろしくお願いします

10 月号発送後に継続された皆様（敬称略） １４名

ありがとうございました。

屋代
功
長岡寛十郎
松原 悦子

大枝
寺床
詫摩

小室家寿男
瀬口いく子
高階 文夫

小室
小林
横溝

２０１６
12 月 4 日

日

イヤーランドを歩く
受付 やまと公園

12 月 17 日

土

平成 28 年 12 月
１５㎞ ２３㎞

浩之
輝男
義久

大和駅～５分

１０㎞

荒木 貞臣
荒木土美子

事業予定

８：２０～８：５０

ラストウォーク 深見神社
受付 やまと公園

好子
宮子
洋

ゴール 大和駅
１４：３０頃

大和駅～５分

ゴール 大和駅

8：２０～8：５０

１２：0０頃

１０月１０日のまほろば大会から
県央のユニフォームが一部変わり
ました。
（帽子とポロシャツ）
今年も残すところ、あと２か月。
急に寒くなり、夏の疲れがでませ
んようにご注意下さい。

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１１月号
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