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毎月２０日発行 第１１７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）

５月号

せまい道、ゆずりあいマナーで、道ひろく
２０１７年

５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）

５月 ６日（土）七沢森林公園のシャクナゲ 花⑦
１６㎞
受 付：宮前公園 ８：２０～８：５０
（小田急線 愛甲石田駅～５分）
解 散：伊勢原駅（小田急線）
１４：００頃
５月１７日（水）城山・光綾公園のバラ
①１１㎞
②１５㎞
受 付：海老名中央公園 ８：５０～９：２０
（小田急・相鉄線 海老名駅～５分）
解 散：①さがみ野駅（相鉄線）
１３：１５頃
②大和駅
（小田急・相鉄線）
１４：００頃
５月２５日（木）アンコール 県立公園めぐり 谷戸山公園・三川公園
１３㎞
受 付：海老名文化会館 ８：５０～９：２０
（小田急・相鉄線 海老名駅～５分）
解 散：座間駅（小田急線）

１３：３０頃
問合せは事務局へ ☎ ０４６-２６３-５１５４
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５月６日【土】七沢森林公園のシャクナゲ 花⑦
受

付：宮前公園 ８：２０～８：５０

解

散：伊勢原駅（小田急線）

1６㎞

トイレは駅で

（小田急線 愛甲石田駅～５分）
１４：００頃

携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：宮前公園→愛甲橋→玉川球場→小野橋→若宮橋→七沢森林公園→シャクナゲ園→おおやま広場（昼
食）→バーベキュー広場→分れ道信号→伊勢原総合体育館→川上橋→市米橋→国道２４６号線→
伊勢原駅
見

所：愛甲石田駅から森の里を目指し、七沢森林公園では満開のシャクナゲを堪能します。
「おおやま広場
（標高１４５ｍ）」で大山を眺めながら昼食を摂ります。帰路は途中「伊勢原総合運動公園」で
トイレ休憩をし、伊勢原駅を目指します。

５月１７日【水】城山・光綾公園のバラ 花⑧
受
解

付：海老名中央公園 ８：５０～９：２０
散：ショート：さがみ野駅（相鉄線）
ロング

1１・１5ｋｍ

小雨決行

（小田急・相鉄線 海老名駅～５分）
１３：１５頃

：大和駅（小田急・相鉄線）

１４：００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）→綾瀬西高→目久尻川→城山公園→光綾公園→
東柏ヶ谷近隣公園→ショートゴールさがみ野駅
厚木飛行場→ロングゴール大和駅
見

所：城山公園のバラは、平和のバラの象徴であるピースやブルーリバーなど、約６６種５００本あり、
光綾公園のバラは 28 種約 900 本のバラが香るバラ園を巡ります。

５月 2５日【木】アンコール 県立谷戸山公園巡と三川公園
受

付：海老名文化会館：８：５０～９：２０

解

散：座間駅（小田急線）

１３㎞

（小田急・相鉄線

トイレは駅で
海老名駅～５分）
１３：３０頃

携行品：昼食・飲料水・雨具
コース：海老名駅→海老名文化会館（受付）→尼寺交差点→三川公園（スタンプ）→相模川河川敷→新田宿
野球場→新鳩川橋→鈴鹿神社横→谷戸山公園（里山）→谷戸山公園森の学校（スタンプ）→ひまわ
見

り公園横→座間駅
所：ＫＷＡ公園巡り２度目のアンコール谷戸山公園と三川公園巡りです。今年もコースは、三川公園か
ら巡ります。昨年同様今年も、団体歩行でのウォークです。ゴールは小田急座間駅です。アップダ
ウンは殆どありません。
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≪歩きました

例

会

報

告≫

３月 2２日【水】 引地川フリーウォーク

１２㎞

１８㎞

昨日の雨がウソのように早朝から雲一つない抜けるような青空。集合時間より１時間以上前から参加者の
姿があり、やはり天気はありがたいと、朝から感謝感謝で受付を開始する。定刻に出発式を行い出発。
会場近くの歩道橋先でスタートチェックを受け、ここから自由歩行で境川を下り、ｼｮｰﾄは湘南台でｺﾞｰﾙ。
ロングはＪＲの藤沢駅に向かうコースである。参加者３５７名は、それぞれ自分に合ったコースを選択しゴ
ールを目指しました。ゴールで待ち受けると「今日は良いウオークができたよ」「よかったよ」等の声が聞
かれ、全員事故なくゴールできたことに、何よりホッとしました。参加者の皆さん有難うございました。

３月 ３０日【木】綾西の桜 花③

１４㎞

春めいた日よりの海老名中央公園には、早朝より多くのウオーカーが集まった「かながわのまちなみ１０
０選」に選ばれている綾西の桜並木を県央 WK の例会。花シリーズに取り入れ満開の桜を見学する予定で
海老名中央公園から出発し、途中大谷近隣公園で休憩後、桜並木に向かった。残念ながら今年は三寒四温の
影響で桜はほぼつぼみ状態で桜の花は満喫出来ませんでしたが約９０本のソメイヨシノの街並を見て城山公
園で昼食休憩後東柏ヶ谷近隣公園で IVV をお渡しして解散となりました。桜の花はつぼみでしたが２８５名
の参加をいただきありがとうございました。（小室好子）

４月 ４日【火】恩田川の桜 花③

１１㎞

１５㎞

集合地の「つくし野セントラルパーク」までの長い急な坂を登って 305 名の多くの方が集まって下さい
ました。出発式では、三浦会長から前回の県央例会でつまずいて転倒し手の指を骨折した参加者がおられた
報告がありました。きょうは、桜に見とれ、木の根等につまずく事のないように十分注意し、安全に楽しく
歩きましょうとの話を聞き出発しました。「桜はいつ咲くの？今でしょ！」という願いともいえる気持ちで
恩田川ぞいを出ると、
「咲いているよ。先の方が咲いているのがすごいよ。」、
「もう少し、ゆっくり歩いてよ。」
と、川面にかかる桜を楽しむ声が聞かれました。予定通りの時間で町田中央公園に到着。風もなく温かい日
差しの中、五分咲き？の桜の花を眺めながらゆっくりと昼食。食後は、ショートとロングの隊列に分け出発
ショートは町田高校前で、ＩＶＶを配布。ロングは芹が谷公園まで足をのばし、国際版画美術館先の急な坂
道を登り切って、自分の健脚を確かめながら無事にウオーキングを終える事が出来ました。多数の方のご参
加ありがとうございました。（関清行）

４月 15 日【土】渋沢街道の桜道 花➃

１５㎞

爽やかな早朝、秦野の「おおがみ公園」には、桜の花を求めてウオーカーが集まった。今年は、東京、横
浜の開花宣言が早く、企画した役員も桜の花が残っているか心配であったが、おおがみ公園を出発して、「は
だの桜みち」に入ってその心配は一掃された。見事に桜、桜、桜が満開で綺麗な街道を作り挙げていた。路
上には桜の絨毯が敷き詰められ、時よりの「桜吹雪」は壮絶のものであった。県下一番長い桜街道も桜に見
取れて昼食休憩の渋沢古墳公園で一休みし、急遽「水無川」の桜見学者がいることから、ＩＶＶをお渡しし、
渋沢駅までほぼ自由歩行で歩いてもらった。１７５名のウオカーも今日は桜を満喫出来たウオーキングだっ
たと思います。ありがとうございました。（勝矢秋雄）

詳細は 県央ウォーキング協会 検索 是非ご覧下さい

４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
谷口香代子
笠貫由喜子

菱形 幾代
長岡 巨知

川井
博
太田サエ子

石川 嘉男
太田 永吉

東
和美
石黒 和子

大沼宏次郎
鈴木 英夫

勝矢 秋雄

吉田 輝夫

小笠原常夫

金谷 英一
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県央インフォーメーション
２０１７

平成 2９年 ６月 例会予定

６月 ３日（土） 花菖蒲と公園めぐり 花シリーズ ⑨
受

付

親水広場 8：20～8：50（大和駅～10 分）

６月１７日（土） 和泉川のアジサイ
受

付

花シリーズ⑩

１０㎞
ゴール

かしわ台駅 12：00 頃

①１０㎞

②１６㎞

二ツ橋公園 8：20～8：50（三ツ境駅～10 分） ①ゴール いずみ中央駅 11:30 頃
②ゴール

湘南台駅

14:00 頃

会員の皆様へ
皆様の日頃、会報に関する率直なご意見、
ご感想などございましたら、是非お寄せ
ください。ウォークに関する事、ご自分
の趣味の事など内容は問いません。
この会報をより良いものにしていきたい
と思います。宜しくお願いいたします。

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
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）
発

行

平成２９年５月号

Ｎｏ１１７号

県央ウォーキング協会

会

事務局 〒242-0021 大和市中央 3-9-19
TEL・FAX

毎月

２０日発行
長

編集担当

046-263-515４
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三 浦 カ ツ 子

