、第１号発行 平成１４年１２月２０日
毎月２０日発行 第１１５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）

３月号

せまい道、ゆずりあいマナーで、道ひろく
２０１７年

３月

例会案内

（参加費：県央及び KWA 会員は２００円・他協会は３００円
３月：５日（日）薬師池の梅 花②
受 付：芹が谷公園 ８：２０～８：５０
解 散：玉川学園前駅（小田急線）
３月２２日（水）境川フリーウォーク
受 付：やまと公園 ８：５０～９：２０
解 散：① 湘南台駅（小田急・相鉄線）
② 藤沢駅（小田急・東海道線）
３月３０日（木）綾西の桜 花③
受 付：海老名中央公園 ８：５０～９：２０
解

一般の方は５００円）

１１㎞
（ＪＲ線町田駅～１５分）
１３：１５頃
①１２㎞
②１８㎞
（小田急・相鉄線 大和駅～5 分）
１３：００頃
１４：００頃
１４㎞
（小田急・相鉄 海老名駅～５分）

散：さがみ野駅（相鉄線）

１３：３０頃
問い合わせは事務局へ
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☎ ０４６-２６３-５１５４

３月 ５日【日】 薬師池の梅 花②
１１㎞
受 付：芹が谷公園 ８：２０～８：５０
（ＪＲ線 町田駅～１５分）
解 散 玉川学園前駅（小田急線）
１３：１５頃
携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：ＪＲ町田駅→芹が谷公園（受付）→町田中央公園→薬師池公園→小田急線 玉川学園前駅
見 所 薬師池公園は町田市の北部に位置し、「日本の歴史公園１００選」に選定された公園。梅、椿、桜
大賀ハス、新緑・紅葉等、四季折々の花が楽しめ、池のほとりの「薬師茶屋」。江戸時代の古民家
２棟移築されています。昨年は雨天のため、歩行を断念。再度リベンジとして、今年は花を観賞で
きる思いで設定しました。

３月２２日【水】境川フリーウォーク
①１２㎞
②１８㎞
受 付：やまと公園：８：５０～９：２０
（小田急・相鉄線 大和駅～５分）
解 散：①ショートゴール 湘南台駅（小田急・相鉄線）
１３：００頃
②ロングゴール藤沢駅 （小田急・ＪＲ東海道線）
１４：００頃
携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：大和駅→やまと公園（受付）→深見神社→新道大橋→宮久保橋→緑橋→高鎌橋→相鉄いずみ野線ガ
ード（ショートゴール）→さぎまい橋脇→境川遊水地→藤沢橋→遊行ロータリー→藤沢駅デッキ
見 所：武蔵の国、相模の国の間を流れる境川を歩きます。川沿いにはまだまだ田園風景も沢山残っていて
川の中を覗けば鯉があちこちに見られ、川面にはカモ、カワセミなどが見られます。歩行コースは
良く整備され、信号も殆どなく、右岸をフリーで歩き早春の田園風景を楽しんでください。

３月 ３０日【木】 綾西の桜 花③
１４㎞
受 付：海老名中央公園：８：５０～９：２０
（小田急・相鉄 海老名駅～５分）
解 散：さがみ野駅（相鉄線）
１３：３０頃
携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：海老名駅→海老名中央公園（受付）→中央農高入口信号→大谷近隣公園→東名ガード→横須賀水道
路→綾西桜並木→城山公園（昼食）→市民スポーツセンター→桃並信号→東柏ヶ谷近隣公園→さが
み野駅
見 所：花シリーズ③ 県央ウォーキング協会の花シリーズです。綾西桜並木は「かながわのまちなみ１０
０選」にも選ばれた５３０ｍにわたって続くエリアです。約９０本のソメイヨシノが咲き、桜の下
にはツツジが植えられ街並みを彩っています。アップダウンが多少ありますが、色鮮やかな街並木
を堪能ください。
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≪歩きました

例

会

報 告≫

1 月 29 日【土】 相鉄沿線
①１０㎞
②１５㎞
天気予報では、暖かな１日との予報であったが、肌寒い朝にかかわらずやまと公園には、多くのウオーカ
ーが集合した。昨年は、相鉄線沿線と代して海老名から大和まで歩いたので、その第二段として、今年は、
大和から二俣川まで歩くこととした。やまと公園を後にして、本郷公園から瀬谷の住宅地や南台団地内を抜
けて二ツ橋公園で昼食休憩とした。ショートで終わる方は、ここでＩＶＶ渡して三ツ境駅ゴールとし、
昼食後、長屋門公園前を通って二俣川駅にてゴールしました。来年は、二俣川から横浜までか湘南台から二
俣川まで歩けば相鉄沿線を完歩出来るなあと思いました。本日は 287 名の参加ありがとうございました。
（小室記）
２月 ４日【土】都県境の尾根歩き
①８㎞
②１６㎞
立春。暦の上では春ですが、例年は寒い時期で、当日まで天候が心配でした。幸い、天候に恵まれ、集合
場所のつくし野駅には続々とウォーカーがやってくる。奈良山公園までは昨年秋とほぼ同じコースでショー
ト（8 キロ）とし、「こどもの国駅」から帰途についていただく。
ロング（16 キロ）は、鴨志田公園（昼食休憩）へ向かい、以降は前例のないコース。尾根道に入り、鶴見
川へ抜け、さらに麻生川へと向かう。麻生川沿いで IVV をお渡しした際、多くのウォーカーから「いいコー
スでしたね。」と労いのコトバを掛けていただき苦労してコースを探し出した甲斐がありました。36８名。
参加いただいた皆さま方に感謝いたします。（近藤記）
２月 1７日【 金】総会ウオーク 泉の森
１３㎞
春めいた陽気の中、予報では春一番が吹くとの強い北風の中大和公園には、砂ぼこりに負けない強いウオ
ーカーが多く集まった。今日は、当県央ウオーキング協会の総会ウオークで大和市内を歩きなれた道を方向
を変えたりして歩くこととした。やまと公園から引地台公園を通り、一旦大和プロムナードから大和遊歩道
を通って大和市役所で休憩し、泉の森に入り「しらかしの家」の前でＩＶＶ渡して県央会員以外の参加者は、
親水広場から大和駅へ向かってもらった。県央会員は、昼食後しらかしの家で総会に参加してもらい総会終
了後解散としました。本日は、強風の中３２５名の参加をいただきありがとうございました。（岡正清）
詳細は 県央ウォーキング協会 検索

是非ご覧下さい

午後１時よりしらかしの家にて、総会が開催され会員 58 名の方に出席いただきました。
昨年度事業実績、決算報告、会計監査報告、本年度役員体制、事業計画案、予算案等、審議を
いただいた。事業計画案では１月にお渡した日程、8 月 27 日が 8 月 20 日に変更になりました。
新しい役員の紹介、現在の会員数は 160 名。会員数減少の歯止めは‥理事の定義は等、活発な
ご意見もいただいた後、拍手をもって承認された。
続いて、新設された 20 年以上在籍会員の表彰、10 年間在籍会員の表彰に移り、年間完歩賞の
表彰にと滞りなく進み、和やかなうちに 1 時 50 分無事に終了する。
尚、本日欠席の表彰会員の方には、この会報と共に、同封してお送りいたします。
皆様、ウォークの後、お疲れ様でした。本年も宜しくお願いいたします。

２月号発送後に継続された皆様（敬称略）１６名

ありがとうございました

藤澤 講紀

中道

康弘

田口 喜美

岡田

弘

山田

満

木村林次郎

林

四郎

成澤 勝雄

堀越

淳

田中

正之

河村千賀子

斎藤

博久

鈴島富美子

西井

淳

小泉

芙美

田川 浩司
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県央インフォーメーション
２０１７

平成 2９年 ４月 例会予定

４月 ４日（火） 恩田川の桜 花④ １０㎞ １５㎞
受

付

すずかけ台駅～

8：５０～９：２０

８分

おおがみ公園

１５㎞
１２㎞

町田駅

1３：15 頃

秦野駅～３分 ゴール

8：２０～８：５０

４月２０日（木） 八重桜の道 花⑥
受 付

ゴール

つくし野セントラルパーク

４月１５日（土） 渋沢街道の桜道 花⑤
受 付

田園都市線

渋沢駅

14：00 頃
大和～５分

ゴール中央林間駅

やまと公園 8：５０～９：２０

13：30 頃

夕方の日差しも延びてきて、本格的な春が
目前になりました。これからが歩けに
最適な季節になります。
マナーを守り、元気に日本の春色を
楽しみたいものです。

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３月号

発

Ｎｏ１１５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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