第１号発行 平成１４年１２月２０日
毎月２０日発行 第１１４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

２０１７（平成２９年）

２月号

せまい道、ゆずりあいマナーで、道ひろく
２０１７年

２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）

２月：４日（土）都県境の尾根歩き
①８㎞
②１５㎞
受 付：つくし野駅前広場 ８：２０～８：５０
（東急田園都市線）
解 散：① こどもの国駅（東急線）１２：００頃
② 柿生駅（小田急線）１４：００頃
２月１７日（金） 総会ウォーク 泉の森
１３㎞
受 付：やまと公園 ８：５０～９：２０
（小田急・相鉄線 大和駅～5 分）
解 散：大和駅（小田急・相鉄線）
１３：００頃
大和駅（小田急・相鉄線）県央会員 総会出席者は
１４：３０頃
2 月２5 日（土）保土ヶ谷公園の梅 花①
１１㎞
受 付：鶴ヶ峰公園 ８：２０～８：５０
（相鉄線 鶴ヶ峰駅～５分）
解

散：星川駅（相鉄線）

１３：１５頃
問い合わせは事務局へ
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☎ ０４６-２６３-５１５４

２月 ４日【土】 都県境の尾根歩き
①８㎞
②１５㎞
受 付：つくし野駅前広場 ８：２０～８：５０
（東急田園都市線 つくし野駅）
解 散 ① こどもの国駅（東急線） １２：００頃
② 柿生駅（小田急線） １４：００頃
携行品：昼食・飲料水・雨具
トイレは駅でお願いいたします。
コース：つくし野駅→駅前広場（受付）→町田総合体育館→東雲寺→都県境尾根①→奈良山公園（ショート
ゴール）→鴨志田公園（昼食）→都県境尾根②→鶴見川→麻生川→柿生駅
見 所 冬の都県境尾根を歩きます。落葉した雑木林の間から見る青空は新鮮です。今回のゴールは柿生駅
です。

２月 1７日【金】 総会ウォーク 泉の森
１３㎞
受 付：やまと公園：８：５０～９：２０
（小田急・相鉄線 大和駅～５分）
解 散：大和駅 （小田急・相鉄線）
１３：００頃
大和駅 （小田急・相鉄線） 県央会員 総会出席者は
１４：３０頃
携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：大和駅→やまと公園（受付）→草柳２丁目信号→引地台公園→光が丘中学校横→大和プロムナー
→大和遊歩道→柏木学園横→大和市民病院裏→小田急線踏切→泉の森→しらかしの家（総会）→
親水広場→大和駅
見 所：県央ウォーキング協会の総会ウォークです。今年は歩きなれている大和市内を方向を変えて歩いて
みます。県央会員の方は総会があります。１年間の活動等について報告があります。
県央会員の方は、受付時に参加カードのみ、お出しください。

２月 2５日【土】 保土ヶ谷公園の梅 花①
１１㎞
受 付：鶴ヶ峰公園：８：２０～８：５０
（相鉄線 鶴ヶ峰駅～５分）
解 散：星川駅（相鉄線）
１３：１５頃
携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：鶴ヶ峰駅→鶴ヶ峰公園（受付）→帷子川親水緑道→東川島水道みち公園→県立保土谷公園（昼食）
→星川駅
見 所：花シリーズ① 相鉄線に沿って流れる帷子川を下ります。お昼の保土ヶ谷公園の梅林では、５０種
１２０本の梅の木があり、色々な梅を楽しむことが出来ます。ふくよかな春の香りと共に。
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≪歩きました

例

会

報

告≫

１２月 １７日【土】ラストウォーク深見神社
１０㎞
今年最後の例会にふさわしい快晴無風の天候に恵まれ３１５名の方が参加されました。今回のコー
スは今まであまり歩かなかったコースを取り入れてみました。途中では富士山や消防訓練のための消
防車なども見られ、大和南高校先では横浜市瀬谷区綺麗な景色が展望できました。宮久保公園からは
相沢川沿いを散策し、南瀬谷ニュータウン内を歩き深見神社に到着しました。深見神社を参拝し,ＩＶＶ
を受領してからお神酒をいただきゴールの大和駅まで自由歩行としました。新しい大和市の「シリウス」
や骨董市など見ながら帰宅につかれたことと思います。今年一年間たくさんの例会に参加頂きありがと
うございました。また来年もよろしくお願いいたします。（荒木記）
１月 ４日【水】新春初詣 深見神社
１１㎞
朝から快晴の元、ふれあいの森・親水広場に集合。受付開始時間より早く、大勢の参加者が見え始め
お互いに新年のあいさつを交わし、新鮮な気持ちになる。 新年第 1 回目の例会。KWA 会長も見えら
れ、新年のご挨拶をいただいた。コースはここから泉の森を抜けて、大和市役所を経由、境川にでて、
本郷公園、そして深見神社へ。この間２回の小休止でトイレ休憩。深見神社では神主より祝詞を奉げて
いただき、お祓いを受け神妙な気持ちになったあと、参加者の皆様にお神酒を差し上げ、本年の無事を
お祈りしました。最高のウオーキング日和の中３９２名と大勢の参加をいただき、有難うございました。
あらためまして皆様の今年１年の健康と無事故をお祈りいたします。（田中記）
１月 1４日【 土】 瀬谷八福神めぐり 自由歩行
１５㎞
朝、外に出ると無風で快晴で小さな雲が朝焼け。午後からは寒くなる予報の中瀬谷北口公園に集合。
８時２０分から受付し自由歩行の予定でしたが、スタート前に大勢の方が来られたので８時１０分頃
からスタートした。中間付近ではチョーク隊よりチョット早く来られた方もおられました。また、瀬谷
駅付近でコースを間違えゴールに来られた方もおられました。来年度の検討課題としたいと思います。
お昼前からは雲間も広がり急に寒くなった事もあり皆様予定より早くゴールされました。皆様に福を呼
び込め、事故もなく無事終了することが出来ました。参加者は３４７名でした。
誠に有難うございました。
（荒木記）
詳細は 県央ウォーキング協会 検索

1 月号発送後に継続された皆様（敬称略）

金指 隆信
持田 光雄
御調 清勝

雑賀
高橋
佐藤

好治
克美
修司

津田
高井
武田

１５名

昌秀
勉
功
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是非ご覧下さい

ありがとうございました。

小渕
大山
三上

譲
節子
光江

青木 満未
菅野まゆみ
木下スミ子

県央インフォーメーション
２０１７

平成 2９年 ３月 例会予定

３月 ５日（日） 薬師池の梅 花②
受

付

芹が谷公園

3 月２２日（水） 境川フリー
受 付

やまと公園

ＪＲ線
8：２０～8：５０

町田駅～15 分

１２㎞・１８㎞

大和駅～５分 ゴール

8：５０～９：２０

3 月 30 日（木） 綾西の桜 花③
受 付

ゴール玉川学園前

１４㎞

1３：15 頃
藤沢駅

14：00 頃
海老名～５分 ゴールさがみ野駅

海老名中央公園 8：５０～９：２０

13：30 頃

一年のうち一番寒い季節です。風邪やイン
フルエンザに充分注意して元気にお過ごし
下さい。春はもうすぐです。

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
継続年会費

１０００円
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
（201７） 平成２９年２月号

発

Ｎｏ１１４号

毎月 ２０日発行

行 県央ウォーキング協会

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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