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第１号発行 平成１４年１２月２０日   毎月２０日発行 第１１６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） ４月号 
 

 
                      大和 親水広場の芝桜 

 

せまい道、ゆずりあいマナーで、道ひろく 

２０１７年  ４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） 

４月 ４日（火）恩田川の桜 花④                ①１１㎞ ②１５㎞ 

受 付：つくし野セントラルパーク ８：５０～９：２０  （田園都市線 すずかけ台駅～８分） 

解 散：ショートゴール 町田駅（小田急・ＪＲ横浜線）           １３：００頃   

    ロングゴール  町田駅（小田急・ＪＲ横浜線）           １４：００頃  

４月１５日（土）渋沢街道の桜道 花⑤                   １５㎞ 

受 付：おおがみ公園 ８：２０～８：５０         （小田急線 秦野駅～5分） 

解 散：渋沢駅（小田急線）                        １４：００頃              

４月２０日（木）八重桜の道 花⑥                    １２㎞ 

受 付：やまと公園 ８：５０～９：２０           （小田急・相鉄線 大和駅～５分）    

解 散：中央林間駅（小田急・田園都市線）                １３：３０頃 

  

  問合せは事務局へ  ☎ ０４６-２６３-５１５４ 
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４月４日【火】 恩田川の桜 1１・１５ｋｍ  花シリーズ④ 小雨決行 

受 付：つくし野セントラルマーク ８：５０～９：２０   すずかけ台駅（田園都市線）８分 

解 散：ショート 11㎞ ゴール 町田駅（小田急・ＪＲ横浜線）        １３：００頃 

ロング  15㎞  ゴール 町田駅（小田急・ＪＲ横浜線）        １４：００頃 

携行品：昼食・飲料水・雨具 

コース：すずかけ台駅→つくし野セントラルパーク→総合体育館→恩田川→城山公園→弁天橋公園→南大谷

休憩所→町田中央公園（昼食）→町田高校→ショートゴール町田駅 

                        芹ヶ谷公園→国際版画美術館→ロングゴール町田駅 

見 所：県央恒例の「恩田川の桜」です。川面に両岸からも桜の花で覆い尽くす様子は圧巻です。今年は高

台にある城山公園から恩田川を包み込む桜並木を見下ろします。 

                             

４月１５日【土】渋沢街道の桜道 花シリーズ⑤  １５㎞  トイレは駅でお願いします 

受 付：おおがみ公園：８：２０～８：５０             （小田急線 秦野駅～５分） 

解 散：渋沢駅（小田急線）                        １４：００頃 

携行品：昼食・飲料水・雨具 

コース：秦野駅→おおがみ公園（受付）→はだの桜道入口→西大竹信号→白笹稲荷→平沢地下道→堀川入口 

秦野運動公園→はだの桜道→新橋信号→水無川→渋沢古墳公園（昼食）→渋沢駅 

見 所：秦野市に新設整備された桜道を歩きます。はだの桜道は、１３㎞あり、始点から終点まで歩き桜を 

    堪能して下さい。一部アップダウンや交通量の多い所がありますが、殆ど歩道を歩きます。 

    秦野運動公園は、綺麗に整備されており、トイレも新設整備されています。水無川の桜も堪能でき

るでしょう。昼食後は渋沢駅まで一本道です。  

 

 

 

4月 2０日【木】 八重桜の道 花⑥  １２㎞     トイレは駅でお願いします    

受 付：やまと公園：８：５０～９：２０           （小田急・相鉄線 大和駅～５分）       

解 散：中央林間駅（小田急・田園都市線）                   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）→瀬谷本郷公園→大和橋→鶴間公園→さくらの散歩道→中央林間駅 

見 所：大和市北部の水道みちには、１４０本の八重桜が花を競うように咲き、我々の目を楽しませてくれ

ます。今年も間違いなしでしょう。期待しましょう。  
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≪歩きました  例 会 報 告≫ 

２月 2５日【土】 保土ヶ谷公園の梅  花①            １１㎞  

集合前に曇りから晴れに代わり、風もなく良い天気の中、鶴ヶ峰公園には２０４名の方が参加されました。

出発式を済ませ帷子川沿いを下り、西谷の新幹線ガード下から東川島水道みち公園に到着。ここで最初のトイ

レ休憩をし、引き続き帷子川を上星川まで下る。上星川から西谷浄水場迄の坂を上り、ビューシティを経由し

仏向倉沢公園に着く。トイレ休憩してから県立保土ヶ谷公園に向い、１１時２５分頃に梅園到着すると梅まつ

りで会場は大変賑わっていました。花も満開、人もいっぱい、太陽もいっぱいで皆さんお楽しみ頂けたのでは

ないかと思います。アップダウンや、階段もあるコースでお疲れ様でした。（荒木貞臣） 

   

       ３月 ５日【日】薬師池の梅 花②               １1㎞  

  

 小春日和で暖かくなる予報の中、受付早々集まりは悪い用に感じられ、どの位の参加人数になるのか心 

配でした。受付終了近くには温かさもあり次々と多数のウォーカーさんに集まり頂いた。予定していた時

間に出発。途中町田中央公園にてトイレ休憩し、薬師池公園に向かう。薬師池公園では、満開になった綺

麗な梅の花を見ながら、少し早い昼食をとって頂く。梅を十分堪能していただくため１時間近くの休憩時

間取った。各自散策と梅の花を堪能できたと思います。次回案内後はゴールの玉川学園前駅に向かう。 

 本日は多数ご参加して頂き有難うございました。参加人数は３０１名でした。 （橘誠一郎） 

  

 詳細は  県央ウォーキング協会 検索 是非ご覧下さい 

 

 

    

 

    ※  昨年度、KWAパスポートを完歩された皆様、完歩賞とバッチ・お預かりしたパスポートを 

     ３月５日の例会からお渡していますが、まだの方はこの会報に同封いたしましたのでご確認 

下さい。 

 

 

 

 

３月号発送後に継続された皆様（敬称略）１７名    

 

 

 

 

 

ありがとうございました 

鈴木 春江 吉浜 克洋 岩松 義純 小野 順子 宗俊 博人 

渡部 末吉 木村  廣 松本 道子 宮園忠三郎 近藤  郷 

坂本 房子 露崎 庚子 鈴木 伸良 四元千恵子 兼上 良子 

柿木 裕恵 中川 健一    
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県央インフォーメーション 

２０１７   平成 2９年 5月 例会予定 

                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

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 

 

（201７） 平成２９年４月号  Ｎｏ１１６号       毎月 ２０日発行 

発  行 県央ウォーキング協会              会  長 三 浦   繁 

会長携帯  ０９０－９６４５－１３５５           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 

５月 ６日（土） 七沢公園のシャクナゲ 花⑦ 15㎞     愛甲石田駅３分 ゴール 伊勢原駅 

受 付 宮前公園 8：２０～８：５０  1４：００頃 

５月１７日（水） 城山・光綾公園のバラ 花⑧11/15㎞ 海老名駅３分 ゴール 大和駅 

   受 付 海老名中央公園 8：５０～９：２０  14：00頃 

５月２５日（木） アンコール 県立公園 三川・谷戸山 １3㎞ 海老名駅～５分 ゴール  座間駅 

   受 付 海老名文化会館 8：50～9：20     13：30頃   
 

 

２月２５日の例会時に、歩行中転倒事故が

発生しました。顔面をもろに打ち、救急車

のお世話になりました。顔面を６針も縫い 

鼻の骨も折れて大きな怪我になりました。 

足元に注意して、足をあげて、なるべく手

袋を使ってお互いに気をつけて歩いてくだ

さい。 


