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普及部会から一言普及部会から一言普及部会から一言普及部会から一言 

新しい年を迎え、本年の計画、予定はいかがですか、ご自分の体力を考えたコース、距離を選んで下さい。 

体調によっては戻る勇気も大事です。歩行ルール、マナーは守って楽しい例会にお願いします。 

    新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶    

                                                    ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人    神奈川県ウオーキング協会神奈川県ウオーキング協会神奈川県ウオーキング協会神奈川県ウオーキング協会    会長会長会長会長    髙田髙田髙田髙田        榮榮榮榮    

  親愛なるウオーカーの皆様 新年おめでとうございます 

 皆様におかれましては清々しき新年を迎えられましたこととお喜び申し上げます 

 本年もご指導・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます 

  さて、我々の新しい年の共通目標・目的は「自分の体は自分で守る」であります 

 皆様と共にウオーキングを楽しみながら「健康な体づくり」を目指しましょう 

    まず、家の外へ出る事・体を動かす事・仲間同士の楽しい会話しましょう    

 体を鍛えるためには「継続実施」することが必要です。「継続は力なり」と申します 

  皆様に楽しくウオーキングして頂くためには楽しいコース選定が第一条件であります 

 その為には幣協会加盟団体一丸となり、楽しいコース設定のため努力する所存でございます 

  ウオーカーの皆様におかれましては、ウオーキング例会に積極的にご参加願いましてコース選定 

 諸情報のご提供をお願い申し上げます 

  自分たちの情報で設定されたコースをウオーキングすることは「歩く喜び倍増」となります 

  お友達や隣人をお誘いの上ご参加くださいますようお待ち申し上げます 

  近年「ウオーキングの効果・価値」が益々重要視されてまいりました 

  健康増進・健康寿命延伸が叫ばれ、その為のイベントも各地で開催されています 

 ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会は皆様と共に歩き続けます 

  そして、皆様と共に「お互いの健康生活」を祝福し合いましょう。やりましょう。 

  重ねましてどうぞ宜しくお願い申し上げます。           髙田 栄  拝 
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ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会加盟協会（10協会） 

川崎ウオーキング協会・よこはまウオーキング協会・県央ウォーキング協会・鎌倉歩け歩け協会・ 

相模原市ウォーキング協会・湘南ふじさわウオーキング協会・小田原市歩け歩けの会・ 

ひらつかウオーキング協会・あつぎウォーキング協会・ヨコスカ ウオーキング協会・   



 

１１１１月のウオーキングガイド月のウオーキングガイド月のウオーキングガイド月のウオーキングガイド                        

参加費の無記入例会は、ＫＷＡ200200200200 円円円円・他協会 300300300300 円円円円・一般 500500500500 円円円円                                     ▼印： 集合地にトイレ有り    

記載の例会は全て、日本市民スポーツ連盟（ＪＷＡ）認定大会。 ＃印： 「神奈川県立都市公園巡り」公式大会。 

ＫＷＡパスポートシリーズの例会は、全てＫＷＡ主催 担当協会が主管。         ◎◎◎◎印：協会イベント例会。   

★印： 「美しい日本の歩きたくなるみち」500 選公式大会。  神神神神    ５０５０５０５０： 神奈川県歩きたくなる道のコース例会。 

 この表に記載の例会は全て、雨天実施（荒天時は中止又は延期の場合があります、主催・主管協会にお問合せ下さい）雨天実施（荒天時は中止又は延期の場合があります、主催・主管協会にお問合せ下さい）雨天実施（荒天時は中止又は延期の場合があります、主催・主管協会にお問合せ下さい）雨天実施（荒天時は中止又は延期の場合があります、主催・主管協会にお問合せ下さい） 

日・曜 大会名・距離・問い合わせ場所 集合・ゴール・参加費・コース・見どころ 

    

    

    

    

    

1111////３３３３    

（（（（火火火火））））    

    

    

川崎市                                                    １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

箱根駅伝応援ウオーク箱根駅伝応援ウオーク箱根駅伝応援ウオーク箱根駅伝応援ウオーク    

先着４００名に「ミニ絵馬」プレゼント先着４００名に「ミニ絵馬」プレゼント先着４００名に「ミニ絵馬」プレゼント先着４００名に「ミニ絵馬」プレゼント    

川崎ウオーキング協会 

℡044-856-6347    

集集集集    合合合合    下平間・春風公園▼（ＪＲ南武線 鹿島田駅 １０分） 

受受受受    付付付付    ９：００～９：００          出発式出発式出発式出発式 ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    若宮八幡宮前 １３：３０頃（京急大師線・川崎大師駅 ３分） 

コースコースコースコース    御幸公園→さいわい緑道→稲毛神社【昼食・駅伝応援】→ 

富士見公園→若宮八幡宮（解散）…川崎大師初詣 

☆緑道を歩いた後、大学対抗箱根駅伝・復路を応援します    

海老名市                                            １３１３１３１３ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

        

初詣初詣初詣初詣    寒川神社寒川神社寒川神社寒川神社    

お守りお守りお守りお守りをををを進呈進呈進呈進呈しますしますしますします    

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808    

集集集集    合合合合    海老名中央公園▼（小田急・相鉄・ＪＲ相模線 海老名駅） 

受受受受    付付付付    ８：５０～９：２０          出発式出発式出発式出発式 ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    寒川神社境内（ＪＲ相模線宮山駅 １０分）１２：４０頃 

コースコースコースコース    貫抜川入口→海老名運動公園→寒川神社→宮山駅 

☆相模の国一の宮「寒川神社」で一年の無病息災と元気に歩くこと 

を祈願しましょう。神酒を振る舞います小さめのﾏｲｶｯﾌﾟ持参下さい 

    

    

４４４４    

（（（（水水水水））））    

大和市             １１１１１１１１ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

新春新春新春新春初詣初詣初詣初詣    深見神社深見神社深見神社深見神社    

    

県央ウォーキング協会   

℡046-263-5154    

集集集集    合合合合    ふれあいの森親水広場▼（小田急・相鉄 大和駅１０分）   

受受受受    付付付付 ８：５０～９：２０          出発式出発式出発式出発式  ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    大和駅 （小田急・相鉄）        １２：００頃 

コースコースコースコース    泉の森→大和市役所→境川→本郷公園→深見神社 

☆県央恒例の新春初詣ウオークです。深見神社で新年のお祓い

を受けお神酒をいただき今年の平安をお参りします    

    

    

５５５５    

（（（（木木木木））））    

横浜市            １１１１３３３３ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

戸塚戸塚戸塚戸塚七福神巡り七福神巡り七福神巡り七福神巡り    

※自由歩行 

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・水・金 10～16 時    

集集集集    合合合合    東戸塚オ－ロラシティ「空の広場」▼（ＪＲ東戸塚駅 ５分） 

受受受受    付付付付    ８：２０～８：５０          出発式出発式出発式出発式 ９：００    

ゴールゴールゴールゴール    戸塚駅前（ＪＲ/地下鉄）     最終１４：００迄 

コースコースコースコース    赤関橋→舞岡入口→（以降七福神）宝蔵院→妙秀寺→來

迎寺→雲林寺→高松寺→海蔵院→親縁寺 

☆参拝祈念にスタンプを押印し、今年一年の健康を祈念しましょう 

    

    

８８８８    

（（（（日日日日））））    

鎌倉市                                                    １１１１１１１１ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

新春新春新春新春    ご利益巡りご利益巡りご利益巡りご利益巡り    

    

鎌倉歩け歩け協会 

℡090-2633-3715    

集集集集    合合合合    鎌倉駅西口横浜銀行駐車場  ※トイレは駅で※トイレは駅で※トイレは駅で※トイレは駅で 

受受受受    付付付付    ８：２０～８：５０          出発式出発式出発式出発式 ９：００    

ゴールゴールゴールゴール    鎌倉駅                  １３：００頃 

コースコースコースコース    佐助稲荷→鶴岡八幡宮→鎌倉宮 

☆昨年は熊本地震、鳥取地震等大きな災害が発生しています。 

今年は穏やかな年になるよう、また健康で歩けるようお祈りします 

    

    

９９９９    

（（（（月月月月////

祝祝祝祝））））    

    

川崎市       ①１１①１１①１１①１１ｋｍｋｍｋｍｋｍ②１７ｋｍ②１７ｋｍ②１７ｋｍ②１７ｋｍ    

    KWAKWAKWAKWA ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄシリーズ①ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄシリーズ①ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄシリーズ①ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄシリーズ①    

二二二二ヶヶヶヶ領用水領用水領用水領用水    

※自由歩行 

川崎ウオーキング協会 

℡044-589-8433    

集集集集    合合合合    二ヶ領せせらぎ館▼（ＪＲ南武線・小田急 登戸駅 ７分）    

受受受受    付付付付 ８：３０～９：００           出発式出発式出発式出発式 ９：００    

ゴールゴールゴールゴール    ①①①①境橋（→東急 溝の口駅、ＪＲ 武蔵溝ノ口駅）１２：３０頃 

②②②②駅入口（→ＪＲ 鹿島田駅・湘南新宿ライン 新川崎駅） 

コースコースコースコース 船島橋→鷹匠橋→久地円筒分水→二子坂戸緑道→①①①①境

橋（→溝の口駅）→中村通公園→②②②②駅入口（→鹿島田駅）    

    

    

１０１０１０１０    

（（（（火火火火））））    

厚木市     ①１１ｋｍ・②１９①１１ｋｍ・②１９①１１ｋｍ・②１９①１１ｋｍ・②１９ｋｍｋｍｋｍｋｍ 

    

初詣初詣初詣初詣    飯山観音飯山観音飯山観音飯山観音 

先着３００名記念品（干支の根付）先着３００名記念品（干支の根付）先着３００名記念品（干支の根付）先着３００名記念品（干支の根付）    

あつぎウォーキング協会 

℡080-6814-7272(10:00～19:00)    

集集集集    合合合合    厚木公園▼（小田急線本厚木駅３分） 

受受受受    付付付付    ８：５０～９：２０            出発式出発式出発式出発式 ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    ①①①①光福寺ﾊﾞｽ停１３：３０頃 ②②②②本厚木駅１４：３０頃 

コースコースコースコース    飯山観音→光福寺ﾊﾞｽ停①①①①ｺﾞｰﾙ→本厚木駅 

☆今年も初歩きは飯山観音様に御挨拶、一年を無事に歩けますよ

うにお願いします 

    

    

１１１１１１１１    

((((水水水水))))    

藤沢市                                                    １６１６１６１６ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

藤沢七福神めぐり藤沢七福神めぐり藤沢七福神めぐり藤沢七福神めぐり    

≪記念品付き≫≪記念品付き≫≪記念品付き≫≪記念品付き≫    

参加費一律５００円参加費一律５００円参加費一律５００円参加費一律５００円    

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052 

集集集集    合合合合    奥田公園▼（ＪＲ、小田急線 藤沢駅南口 ７分）     

受受受受    付付付付    ９：００～９：３０       出発式出発式出発式出発式    ９：３０９：３０９：３０９：３０  自由歩行(A、B)    

ゴールゴールゴールゴール    江の島観光案内所前（片瀬江ノ島駅 １０分）１５：００迄  

コースコースコースコース    皇大神宮コース(A)、諏訪神社コース(B)、皇大神宮まで団    

体歩行でお祓いを受けた後、Ａコースの自由歩行(C)、ＡＢＣより 

お選びください。☆☆☆☆ゴールにてお神酒の用意があり、ﾏｲｶｯﾌﾟ持参 

 



 

日・曜 大会名・距離・問い合わせ場所 集合・ゴール・参加費・コース・見どころ 

    

    

１１１１２２２２    

（（（（木木木木））））    

東京・港区  ①１０ｋｍ②①１０ｋｍ②①１０ｋｍ②①１０ｋｍ②１４ｋｍ１４ｋｍ１４ｋｍ１４ｋｍ    

 

赤穂浪士凱旋の道赤穂浪士凱旋の道赤穂浪士凱旋の道赤穂浪士凱旋の道    

    

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・水・金 10～16 時 

集集集集    合合合合    両国公園▼（ＪＲ総武線両国駅西口６分） 

受受受受    付付付付    ８：５０～９；２０           出発式出発式出発式出発式 ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    ①芝公園（都営三田線）１４：００頃 ②泉岳寺（都営地下

鉄・京急線泉岳寺駅） １５：００頃 コースコースコースコース    清澄公園→聖路加看

護大学→あかつき公園（昼食）→芝公園（①ゴ－ル）→細川邸跡 

☆４７士凱旋の今に残る当時の道筋を辿り義士の墓に詣でます 

    

    

１３１３１３１３    

（金）（金）（金）（金）    

町田市                                                    １１１１００００ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

原町田の七福神巡り原町田の七福神巡り原町田の七福神巡り原町田の七福神巡り    

＜途中から自由歩行＞＜途中から自由歩行＞＜途中から自由歩行＞＜途中から自由歩行＞    

ミニミニミニミニ絵馬絵馬絵馬絵馬をををを進呈進呈進呈進呈しますしますしますします    

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808    

集集集集    合合合合    古淵北公園（ＪＲ横浜線 古淵駅 ５分） ※トイレは※トイレは※トイレは※トイレは交番横交番横交番横交番横 

受受受受    付付付付     ８：５０～９：２０          出発式出発式出発式出発式  ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    町田天満宮（ＪＲ 町田駅 １０分）    １２：００頃 

コースコースコースコース        町田中央公園→母智丘神社→浄雲寺→カリオン広場 

→宋保院→町田商工会議所→勝楽寺→町田天満宮 ☆町田七福 

神はＨ２１年町田市制５０周年を記念して作られたコースです。 

    

    

１１１１４４４４    

（（（（土土土土））））    

横浜市             １５１５１５１５ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷八八八八福神巡り福神巡り福神巡り福神巡り    

自由歩行自由歩行自由歩行自由歩行    

県央ウォーキング協会   

℡046-263-5154 

集集集集    合合合合    瀬谷北口公園（相鉄線瀬谷駅 ３分） ※※※※    トイレは駅でトイレは駅でトイレは駅でトイレは駅で 

受受受受    付付付付    8：20～8：50 各人でストレッチ後 好みのコースをスタート 

ゴールゴールゴールゴール    瀬谷北口公園             １４：００迄 

コースコースコースコース    妙光寺→善昌寺→瀬谷本郷公園→徳善寺→西福寺→宗

川寺→全通院勢至堂→長天寺→瀬谷北口公園 

☆南 北、お好きなコースから瀬谷八福神をめぐります。    

    

    

    

    

    

１５１５１５１５    

（日）（日）（日）（日）    

川崎市                                                １５１５１５１５ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

川崎七福神めぐり川崎七福神めぐり川崎七福神めぐり川崎七福神めぐり    

自由歩行自由歩行自由歩行自由歩行    

川崎ウオーキング協会 

℡044‐777‐6283    

集集集集    合合合合    中原平和公園▼（東急東横線 元住吉駅 ７分） 

受受受受    付付付付    ８：３０～９：００            出発式出発式出発式出発式  ９：００    

ゴールゴールゴールゴール 西公園（ＪＲ南武線 武蔵新城駅 ３分） 

コースコースコースコース    櫓橋→七福神巡り→等々力緑地→七福神巡り→西公園 

☆恒例の「川崎七福神めぐり」です。楽しく歩いて福を授かり、幸を 

感じましょう。ゴールでは、若干のお神酒を用意してあります    

東京・品川区         １０ｋｍ１０ｋｍ１０ｋｍ１０ｋｍ    

地図を見て歩こう地図を見て歩こう地図を見て歩こう地図を見て歩こう    

東海七福神東海七福神東海七福神東海七福神    

自由歩行自由歩行自由歩行自由歩行////団体歩行団体歩行団体歩行団体歩行    

ひらつかウオーキング協会 

℡080-652７-1634    

集集集集    合合合合    権現山公園(京浜急行 北品川駅 5 分) 

受受受受    付付付付    ９：３０～１０：００          出発式出発式出発式出発式  １０：００    

ゴールゴールゴールゴール    磐井神社(京急大森海岸) １４時頃(アンカー到着まで) 

コースコースコースコース    品川神社→養願寺→一心寺→荏原神社→品川寺→天祖 

諏訪神社→磐井神社 ☆旧東海道の風情とともに、恒例となった 

「東海七福神」でのお参りを楽しみ、今年の健康を祈願しましょう 

    

    

１６１６１６１６    

（月）（月）（月）（月）    

藤沢市             １４１４１４１４ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

相模國準四国相模國準四国相模國準四国相模國準四国    

    八十八箇所めぐり②八十八箇所めぐり②八十八箇所めぐり②八十八箇所めぐり②    

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052 

集集集集    合合合合    奥田公園▼（ＪＲ、小田急線 藤沢駅南口 ７分）     

受受受受    付付付付    ９：００～９：３０              出発式出発式出発式出発式 ９：３０     

ゴールゴールゴールゴール    藤沢駅付近（ＪＲ，小田急）          １４：３０頃     

コースコースコースコース    神光寺→宮前→村岡御堂→→→→高谷阿弥陀堂→天嶽院/昼 

→関谷地蔵堂→感応院→蔵前稲荷（鼻黒稲荷）  ☆☆☆☆藤沢市内を 

中心とした寺社の弘法大師像を参拝し、当時の御堂跡を訪ねます 

    

    

１１１１８８８８    

（（（（水水水水））））    

小田原市                                            １１ｋｍ１１ｋｍ１１ｋｍ１１ｋｍ    

    

小田原七福神巡り小田原七福神巡り小田原七福神巡り小田原七福神巡り    

    

小田原市歩け歩けの会 

℡090-9853-9620    

集集集集    合合合合    城址公園銅門広場▼（ＪＲ・小田急線 小田原駅 １０分） 

受受受受    付付付付    ８：５０～９：２０           出発式出発式出発式出発式  ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    足柄駅（小田急線）             １３：４０頃 

コースコースコースコース    圓福寺→大蓮寺→報身寺→蓮船寺→城山公園（昼食）鳳 

巣院→福泉寺→潮音寺 ☆新しい一年の始まり小田原七福神巡りで 

皆様にとって素敵な一年になりますように。お神酒を振舞マイカップ持参 

    

    

２１２１２１２１    

（（（（土土土土））））    

横浜市             １０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

緑と花の散策①緑と花の散策①緑と花の散策①緑と花の散策①    

「都筑から新羽の里を歩く」「都筑から新羽の里を歩く」「都筑から新羽の里を歩く」「都筑から新羽の里を歩く」    

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・水・金 10～16 時 

集集集集    合合合合    せせらぎ公園▼（地下鉄仲町台駅５分） 

受受受受    付付付付    ８：２０～８：５０             出発式出発式出発式出発式 ９：００    

ゴールゴールゴールゴール    西方寺（地下鉄新羽駅）１２：００頃※昼食はゴ－ル後各自 

コースコースコースコース    新羽せせらぎ緑道→新田地区センタ－→新田緑道入口

→新羽丘陵公園 

☆都筑せきれいの道から蝋梅で有名な花の寺西方寺迄歩きます    

    

    

２２２２２２２２    

（（（（日日日日））））    

藤沢市       ①１０・②１４ｋｍ①１０・②１４ｋｍ①１０・②１４ｋｍ①１０・②１４ｋｍ    

    

ゆっくりウオークゆっくりウオークゆっくりウオークゆっくりウオーク    

    村岡の七福神村岡の七福神村岡の七福神村岡の七福神    

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052    

集集集集    合合合合    奥田公園▼（ＪＲ、小田急線 藤沢駅南口 ７分） 

受受受受    付付付付    ９：２０～９：５０                出発式出発式出発式出発式     ９：５０    

ゴールゴールゴールゴール    ①①①①柄沢公園（藤沢駅へバスで１５分）  １２：３０頃、 

②②②②若尾山公園（藤沢駅へ５分）      １４：００頃  

コースコースコースコース 川名御霊神社→宮前御霊神社→高谷大神宮→日枝神社 

→柄沢神社→柄沢公園/②②②②昼、①①①①ゴール→荒神社→弥勒寺→②②②② 



 

日・曜 大会名・距離・問い合わせ場所 集合・ゴール・参加費・コース・見どころ 

    

    

２２２２４４４４    

（（（（火火火火））））    

    

伊勢原市           １０ｋ１０ｋ１０ｋ１０ｋｍｍｍｍ    

    

三ノ宮神社に参る三ノ宮神社に参る三ノ宮神社に参る三ノ宮神社に参る    

    

ひらつかウオーキング協会 

℡080-652７-1634 

集集集集    合合合合    千津公園(小田急線 伊勢原駅 10 分) 

受受受受    付付付付    ８：５０～９：２０           出発式出発式出発式出発式 ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    鶴巻温泉駅                １３：３０頃 

コースコースコースコース    工業団地入口→山王中→比々多神社→谷津公園 

☆1 月恒例の比々多神社へのお参りウォークです。比々多神社に

て一年間の健康と健脚を祈願してお祓いを受けたいと思います 

    

    

２２２２５５５５    

（（（（水水水水））））    

横浜市                                                    １１１１１１１１ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

        

横浜線沿線横浜線沿線横浜線沿線横浜線沿線    

        ウオーク①ウオーク①ウオーク①ウオーク①    

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808    

集集集集    合合合合    反町公園▼（ＪＲ横浜線 東神奈川駅７分 

受受受受    付付付付    ８；５０～９：２０           出発式出発式出発式出発式  ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    新横浜駅（ＪＲ横浜線）           １３：４０頃 

コースコースコースコース    反町公園→相応寺（大口１番街）→大口駅→神ノ木公園→ 

馬場花木園→菊名駅→表谷跨線橋 ☆東神奈川駅から八王子駅まで６ 

回に分けて歩きます。今回は東神奈川駅～新横浜駅まで歩きます 

    

    

２６２６２６２６    

（木）（木）（木）（木）    

藤沢市              １１１１２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

 

        湘南ふじさわの四季⑩湘南ふじさわの四季⑩湘南ふじさわの四季⑩湘南ふじさわの四季⑩    

大庭・明治・辻堂の冬大庭・明治・辻堂の冬大庭・明治・辻堂の冬大庭・明治・辻堂の冬    

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052 

集集集集    合合合合    奥田公園▼（ＪＲ、小田急線 藤沢駅南口 ７分）     

受受受受    付付付付    ９：００～９：３０              出発式出発式出発式出発式    ９：３０     

ゴールゴールゴールゴール    久根下公園前バス停付近（ＪＲ、辻堂駅７分）１４：３０頃     

コースコースコースコース    長久保公園→海のちか道→辻堂海浜公園/昼→海浜自 

然生態園  ☆☆☆☆花とみどりに親しむ公園、長久保公園。辻堂海浜 

公園で昼食、海浜自然生態園で冬の海浜植物をお楽しみ下さい 

    

    

２７２７２７２７    

（（（（金金金金））））    

伊勢原市                    １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

太田道灌を尋ねて太田道灌を尋ねて太田道灌を尋ねて太田道灌を尋ねて    

    

あつぎウォーキング協会 

℡080-6814-7272(10:00～19:00) 

集集集集    合合合合    千津公園▼（小田急線伊勢原駅７分） 

受受受受    付付付付    ８：５０～９：２０           出発式出発式出発式出発式 ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    伊勢原駅北口               １４：３０頃 

コースコースコースコース    洞昌院・太田道灌の墓→伊勢原運動公園→八幡神社→ 

丸山城址公園→大慈寺→伊勢原市役所→伊勢原駅北口 

☆歴史に思いをはせながらのんびり太田道灌ゆかりの地を巡る    

    

    

２２２２８８８８    

（（（（土土土土））））    

逗子市            ①①①①１２１２１２１２kmkmkmkm②②②②１９１９１９１９kmkmkmkm    

③③③③３４３４３４３４kmkmkmkm④④④④３９３９３９３９ｋｍｋｍｋｍｋｍ 

◎第◎第◎第◎第 1111５５５５回湘南江ノ島２０海里回湘南江ノ島２０海里回湘南江ノ島２０海里回湘南江ノ島２０海里    

★神奈川神奈川神奈川神奈川 14-6 全コース自由歩行全コース自由歩行全コース自由歩行全コース自由歩行    

よこはまウオーキング協会     

℡045-290-1029 月・水・金 10～16 時    

集集集集    合合合合    亀岡八幡宮▼（ＪＲ逗子駅５分/京急線新逗子駅３分） 

受受受受    付付付付        ①② ８：２０～８：５０   ③④ ７：２０～７：５０  

出発式出発式出発式出発式 ①②９：００ ③④８：００ ゴールゴールゴールゴール    ①江ノ島地下道入口 

最終１２：３０迄 ②茅ヶ崎球場入口 最終１４：３０迄 ③ＪＲ二宮駅

前最終１５：３０迄 ④ＪＲ国府津駅前最終１６：３０迄 

参加費参加費参加費参加費ＫＷＡ５００円、他協会６００円、一般７００円※詳細Ｐ５確認    

    

    

    

    

    

２９２９２９２９    

（日）（日）（日）（日）    

横浜市       ①１０①１０①１０①１０kmkmkmkm②②②②１５㎞１５㎞１５㎞１５㎞    

    

相鉄沿線相鉄沿線相鉄沿線相鉄沿線    

（大和～二俣川）（大和～二俣川）（大和～二俣川）（大和～二俣川）    

県央ウォーキング協会   

℡046-263-5154 

集集集集    合合合合    やまと公園▼(小田急・相鉄  大和駅 ＾５分) 

受受受受    付付付付    8：20～8：50             出発式出発式出発式出発式 ９：００    

ゴールゴールゴールゴール ①①①①三ツ境駅 １３：００頃    ②②②②二俣川駅 １４：３０頃     

コースコースコースコース    本郷公園→瀬谷小学校→橋戸原住宅→南台→二ツ橋公

園 ①①①①ゴール→長屋門公園→希望が丘小学校横 

☆昨年は海老名から大和迄 今年は大和から二俣川迄歩きます    

横須賀市                                                １４ｋｍ１４ｋｍ１４ｋｍ１４ｋｍ    

日本武尊日本武尊日本武尊日本武尊        

伝説のみち（横須賀）伝説のみち（横須賀）伝説のみち（横須賀）伝説のみち（横須賀）    

（自（自（自（自    由由由由    歩歩歩歩    行）行）行）行）    

ヨコスカ ウオーキング協会 

℡046-842-6117 

集集集集    合合合合    衣笠栄町公園▼（ＪＲ衣笠駅 衣笠駅歩５分）トイレは駅でトイレは駅でトイレは駅でトイレは駅で 

受受受受    付付付付    ８；５０～９：２０           出発式出発式出発式出発式  ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール    京急・馬堀海岸駅              １４：００迄 

コースコースコースコース    大津公園→安房口神社→走水神社→旗山崎公園→ 

ゴール 

☆日本武尊が東征時に辿ったと言われている古東海道を歩く 

    

    

２２２２////２２２２    

（木）（木）（木）（木）    

多摩市       ①１０・②１①１０・②１①１０・②１①１０・②１９９９９ｋｍｋｍｋｍｋｍ 

多摩よこやまの道多摩よこやまの道多摩よこやまの道多摩よこやまの道    

★東京★東京★東京★東京 13-8 

（（（（ロング途中から自由歩行）ロング途中から自由歩行）ロング途中から自由歩行）ロング途中から自由歩行）    

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808 

集集集集    合合合合    永山北公園▼（小田急・京王線 永山駅 ５分） 

受受受受    付付付付    ８：５０～９：２０           出発式出発式出発式出発式 ９：３０    

ゴールゴールゴールゴール        ①①①①多摩センター駅前（小田急線・京王線）１３：１０頃 

           ②②②②橋本駅前（ＪＲ横浜・相模線・京王相模原線）１５：４０頃 

コースコースコースコース    丘の上の広場→奈良原公園→多摩センター駅①①①①    

                        奈良原公園→長池公園（以降自由歩行）→橋本駅②②②②    

    

    

３３３３    

（（（（金金金金））））    

藤沢市             １０ｋｍ１０ｋｍ１０ｋｍ１０ｋｍ    

    

ゆっくりウオークゆっくりウオークゆっくりウオークゆっくりウオーク    

江の島の節分江の島の節分江の島の節分江の島の節分    

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052 

集集集集    合合合合    神台公園（シークロス公園）▼（ＪＲ、辻堂駅 ５分）     

受受受受    付付付付    ９：２０～９：５０        出発式出発式出発式出発式    ９：５０        解散後自由昼食解散後自由昼食解散後自由昼食解散後自由昼食     

ゴールゴールゴールゴール    亀ヶ岡広場（小田急線 片瀬江ノ島駅２０分）１２：４０頃 

コース 辻堂海浜公園→サーフビレッジ→青銅の鳥居→西側裏参 

道→亀ヶ岡広場 ☆解散後、江島神社（辺津宮）で豆まき（１３時よ 

り６回）参拝、又龍口寺（１４時から）にも廻りご利益を得て下さい    



 

ＫＷＡパスポートシリーズ第ＫＷＡパスポートシリーズ第ＫＷＡパスポートシリーズ第ＫＷＡパスポートシリーズ第１１１１弾弾弾弾        二二二二    ヶヶヶヶ    領領領領    用用用用    水水水水            開催地開催地開催地開催地    川崎川崎川崎川崎市市市市    

主主主主            催催催催        ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会  主主主主            管管管管  川崎ウオーキング協会 

開開開開    催催催催    日日日日    ２０１２０１２０１２０１７７７７年１月９年１月９年１月９年１月９日（日（日（日（月月月月////祝祝祝祝） 雨天雨天雨天雨天実施実施実施実施                ①１１・②１７①１１・②１７①１１・②１７①１１・②１７    自由自由自由自由歩行歩行歩行歩行    

集合場所集合場所集合場所集合場所                    二ヶ領せせらぎ館▼（ＪＲ南武線・小田急線 登戸駅 徒歩７分） 

受受受受        付付付付   ８：３０～９：００                                                出出出出発式発式発式発式   ９：００ 

歩行形態歩行形態歩行形態歩行形態        自由歩行 但し、注意事項伝達とフライング防止の為、スタートチェックがあります 

解解解解散場所散場所散場所散場所        ①①①①東急田園都市線 溝の口駅・ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口駅    

                        ②②②②ＪＲ南武線 鹿島田駅、横須賀線・湘南新宿ライン 新川崎駅 

ココココ    ーーーー    スススス            二ヶ領せせらぎ館→緑化センター→二ヶ領用水本川合流地点→鷹匠橋→久地円筒分水→ 

      二子坂戸緑道→①境橋（→溝の口駅）→竹橋→小杉御殿町交差点→東横線ガード→ 

             中村通り公園→御幸跨線橋→朱印橋→大師堀→②駅入口（→鹿島田駅、新川崎駅） 

見どころ見どころ見どころ見どころ            二ヶ領用水は関ヶ原の戦いの３年前に測量が始まり、１４年の歳月をかけて完成した 

       県下では最も古い用水路です。全長３２ｋｍの内、下流側の約半分を歩きます。 

                桜の時期が最高に舞台ですが、冬枯れの道も別な美しさ楽しさを感じられるでしょう」 

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先::::    ：：：：        川崎ウオー川崎ウオー川崎ウオー川崎ウオーキング協会キング協会キング協会キング協会                    ℡℡℡℡    044044044044----589589589589----8433843384338433    

協会協会協会協会イベントイベントイベントイベント            第第第第 1111５５５５回湘南江ノ島２０海里回湘南江ノ島２０海里回湘南江ノ島２０海里回湘南江ノ島２０海里                                開催地開催地開催地開催地        逗子市逗子市逗子市逗子市 

500500500500 選選選選    神奈川神奈川神奈川神奈川 14141414――――6666        参加費参加費参加費参加費        ＹＷＡ・ＹＷＡ・ＹＷＡ・ＹＷＡ・ＫＷＡ会員５００円ＫＷＡ会員５００円ＫＷＡ会員５００円ＫＷＡ会員５００円        他協会６００円他協会６００円他協会６００円他協会６００円        一般７００円一般７００円一般７００円一般７００円 

開開開開    催催催催    日日日日      ２０１２０１２０１２０１7777 年１月年１月年１月年１月２８２８２８２８日日日日((((土土土土))))    雨天雨天雨天雨天実施実施実施実施    ①１２ｋｍ②１９ｋｍ③３４ｋｍ④３９ｋｍ①１２ｋｍ②１９ｋｍ③３４ｋｍ④３９ｋｍ①１２ｋｍ②１９ｋｍ③３４ｋｍ④３９ｋｍ①１２ｋｍ②１９ｋｍ③３４ｋｍ④３９ｋｍ  全コース自由歩行全コース自由歩行全コース自由歩行全コース自由歩行 

集合場所集合場所集合場所集合場所  亀岡八幡宮（ＪＲ逗子駅５分/京急線新逗子駅３分    

受付時間受付時間受付時間受付時間  ①②８：２０～８：５０ ③④７：２０～７：５０ 出発式出発式出発式出発式 ①②９：００③④８：００    

解散場所解散場所解散場所解散場所   ①江ノ島地下道入口（小田急線江ノ島駅）１２：３０迄 ②茅ヶ崎球場入口（ＪＲ茅ヶ崎駅）１４：３０迄 

                                ③ＪＲ二宮駅前 １５：３０迄 ④ＪＲ国府津駅前 １６：３０迄    

ココココ    ーーーー    スススス        小坪港→滑川信号→江ノ島地下道入口（①）→茅ヶ崎球場入口（②）→大磯自転車専用 

                                道路→国道１号線→ＪＲ二宮駅前（③）→ＪＲ国府津駅前（④）    

見どころ見どころ見どころ見どころ            眺望の素晴らしい湘南海岸を心ゆくまで歩きましょう！天気が良ければ富士山を眺めな    

                                    がらの楽しいウオ－クとなるでしょう！    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先    ： よこはまウオーキング協会よこはまウオーキング協会よこはまウオーキング協会よこはまウオーキング協会        ℡℡℡℡045045045045----290290290290----1029102910291029（（（（月・水・金月・水・金月・水・金月・水・金 10:0010:0010:0010:00～～～～16:0016:0016:0016:00））））    

ＫＷＡウオーキングパスポート２０１ＫＷＡウオーキングパスポート２０１ＫＷＡウオーキングパスポート２０１ＫＷＡウオーキングパスポート２０１６６６６提出について提出について提出について提出について    

2016 年「ＫＷＡウオーキングパスポート」に挑戦し、下記認定条件を達成された方は「ＫＷＡ年間完歩者」として    

認定されます。    

☆ 認定条件   ① ＫＷＡ主催の例会（パスポートシリーズ１０回の内）            ４回    

② ＫＷＡ加盟協会の例会（各２回×１０協会）                   計２０回    

③ ＫＷＡ主催例会・加盟協会例会の中から（フリー）                    １回    

住所・氏名（ふりがなもお願いします）・所属協会名・ＴＥＬ・会員Ｎｏ住所・氏名（ふりがなもお願いします）・所属協会名・ＴＥＬ・会員Ｎｏ住所・氏名（ふりがなもお願いします）・所属協会名・ＴＥＬ・会員Ｎｏ住所・氏名（ふりがなもお願いします）・所属協会名・ＴＥＬ・会員Ｎｏをご記入のうえ、所属する協会に    

他協会の方は、お近くのＫＷＡ加盟協会に提出して下さい。    

受付け期間受付け期間受付け期間受付け期間    平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年１２１２１２１２月月月月 1111 日～平成日～平成日～平成日～平成２２２２９９９９年年年年 1111 月２５日まで月２５日まで月２５日まで月２５日まで    

      ＫＷＡ会報「かながわを歩こう「かながわを歩こう「かながわを歩こう「かながわを歩こう 3333 月号」月号」月号」月号」にお名前を掲載しその栄誉を称え併せて記念品を贈呈します。    

更に合計 50 回を以上完歩された方（（（（ＫＷＡマスターウオーカーＫＷＡマスターウオーカーＫＷＡマスターウオーカーＫＷＡマスターウオーカー））））も同様にＫＷＡ会報にお名前を記して    

更なる栄誉を称えます。但し記念品はありません。                     ＫＷＡＫＷＡＫＷＡＫＷＡ        事務局事務局事務局事務局    

ＫＷＡウオーキングパスポート２０１ＫＷＡウオーキングパスポート２０１ＫＷＡウオーキングパスポート２０１ＫＷＡウオーキングパスポート２０１７７７７発売について発売について発売について発売について    

2017 年版「ＫＷＡウオーキングパスポート」は 2016 年 12 月 1 日から発売されています。ＫＷＡ各協会の    

例会に於いて 1部 100 円でお求め下さい。    

☆ 対 象 者    何方でもチャレンジできます。    

☆ 認定条件   ① ＫＷＡ主催の例会（パスポートシリーズ１１回の内）            ４回    

② ＫＷＡ加盟協会の例会（各２回×１０協会）                   計２０回    

③ ＫＷＡ主催例会・加盟協会例会の中から（フリー）                    １回    

☆ 認定方法   ① それぞれの例会に参加し、合計で参加必須回数(2016 年は 25回)の例会を    

完歩されたウオーカーは「ＫＷＡ年間完歩者」「ＫＷＡ年間完歩者」「ＫＷＡ年間完歩者」「ＫＷＡ年間完歩者」に認定されます。    

② 例会参加時「ＫＷＡウオーキングパスポート」に捺印を受けて下さい。    

☆ 期  間   平成平成平成平成 22229999 年年年年 1111 月～平成月～平成月～平成月～平成 22229999 年年年年 12121212 月月月月（有効期間・1年）     ＫＷＡＫＷＡＫＷＡＫＷＡ        事務局事務局事務局事務局    



 

関東関東関東関東・・・・甲信越マーチングリーグ甲信越マーチングリーグ甲信越マーチングリーグ甲信越マーチングリーグ((((ＫＫＭＬＫＫＭＬＫＫＭＬＫＫＭＬ))))に挑戦して見ませんかに挑戦して見ませんかに挑戦して見ませんかに挑戦して見ませんか    

２０１２０１２０１２０１7777 年年年年加盟大会加盟大会加盟大会加盟大会((((１７１７１７１７))))の日程の日程の日程の日程    （詳細は会報・チラシ等で再確認して下さい）      

月 日 曜 日 大   会   名 開催地 

3 月 

4～5 土 日 第 27 回 南房総フラワーマーチ 千葉県 

25～26 土 日 第 18 回 古河まくらがの里・花桃ウオーク 茨城県 

4 月 

1～2 土 日 第 38 回 上州太田グリーンマーチ 群馬県 

8～9 土 日 第 11 回 下総・江戸川ツーデーマーチ 千葉県 

22～23 土 日 第 31 回 飯田やまびこマーチ 長野県 

29～30 土 日 第 22 回 ウオーキングフェスタ東京 東京都 

5 月 

13～14 土 日 第 12回 野沢温泉菜の花パノラママーチ 長野県 

27～28 土 日 第 15 回 飯能新緑ツーデーマーチ 埼玉県 

6 月 

3～4 土 日 第 11 回 つくば国際ウオーキング大会 茨城県 

10～11 土 日 第 8回 にいがた湊まち歴史ウオーク 新潟県 

9 月 

2～3 土 日 第 18 回 日光ツーデーウオーク 栃木県 

16～17 土 日 ２０１７越後長岡ツーデーマーチ 新潟県 

23～24 土 日 第 10 回 川口ツーデーマーチ 埼玉県 

30 土 

第 25 回 高崎観音だるまマーチ 群馬県 

10 月 

1 日 

14～15 土 日 第 19 回 港よこはまツーデーマーチ 神奈川県 

21～22 土 日 第 26 回 富士河口湖もみじマーチ 山梨県 

11 月 

3～5 金～日 第 40 回 日本スリーデーマーチ 埼玉県 

18～19 土 日 第 19 回 城下町おだわらツーデーマーチ 神奈川県 

 

２０１２０１２０１２０１７７７７年年年年    ＫＷＡパスポートシリーズの日程ＫＷＡパスポートシリーズの日程ＫＷＡパスポートシリーズの日程ＫＷＡパスポートシリーズの日程                ＊＊＊＊    神奈川県立都市公園巡り 

ＮｏＮｏＮｏＮｏ 開催日開催日開催日開催日 例会名称例会名称例会名称例会名称 主管協会主管協会主管協会主管協会 公園Ｎｏ公園Ｎｏ公園Ｎｏ公園Ｎｏ    開催地開催地開催地開催地 

第 1 弾 1/09(月/祝) 二ケ領用水 川崎ＷＡ  川崎市 

第 2 弾 2/12(日) ＊＊＊＊境川遊水地公園 よこはまＷＡ ♯10 横浜市 

第 3 弾 3/12(日) 

＊＊＊＊葉山公園・ 

はやま三ヶ岡緑地 

鎌倉歩け歩け協会 

♯08 

♯09 

葉山町 

第 4 弾 4/09(日) ＊＊＊＊相模原公園 相模原市ＷＡ ♯21 相模原市 

第 5 弾 5/21(日) 

＊＊＊＊湘南汐見台公園・ 

           辻堂海浜公園 

湘南ふじさわＷＡ 

♯13 

♯14 

茅 ヶ 崎 市

藤沢市 

第 6 弾 6/11(日) ＊＊＊＊秦野戸川公園 ひらつかＷＡ ♯16 秦野市 

第 7 弾 8/20(日) ＊＊＊＊恩賜箱根公園    ＫＷＡ ♯18 箱根町 

第 8 弾 9/10(日) ＊＊＊＊いせはら塔の山緑地公園 あつぎＷＡ ♯26 伊勢原市 

第 9 弾 10/08(日) ＊＊＊＊城ケ島公園 ヨコスカＷＡ ♯07 三浦市 

第 10 弾 11/12(日) 泉の森から歩行者専用道 県央ＷＡ  大和市 

第 11 弾 12/10(日) わんぱくランドの森 小田原市歩け歩けの会  小田原市 

 

ウオーキングカレンダーウオーキングカレンダーウオーキングカレンダーウオーキングカレンダー（（（（KWAKWAKWAKWA＆各協会の例会予定）＆各協会の例会予定）＆各協会の例会予定）＆各協会の例会予定）    ★★★★500500500500 選選選選    神神神神 50505050----    神奈川神奈川神奈川神奈川５０５０５０５０選選選選    # # # # 県立公園巡り県立公園巡り県立公園巡り県立公園巡り    ◎◎◎◎協会イベ協会イベ協会イベ協会イベントントントント 

    ➊ ➋ 県立公園巡り県立公園巡り県立公園巡り県立公園巡りアンコールアンコールアンコールアンコール 

２０２０２０２０１６１６１６１６年年年年        ２月２月２月２月     

     

02(木) 多摩よこやまの道(★13-8)          ：相模原    18(土) 緑道①冬枯れの緑道                ：川 崎 

03(金) ゆっくりウオーク 江の島の節分       ：ふじさわ 19(日) 総会ウオーク                        :あつぎ 

04(土) 都県境の尾根歩き               ：県  央 21(火) 三浦海岸ウオークとくりはま花の国      ：ヨコスカ 

05(日)) 「干支守り本尊」参り                 ：鎌 倉 22(水) 総会ウオーク                  ：よこはま 

08(水) 多摩川１００㌔Ｗ① 23(木)  �①相模原北公園の梅(総会)       ：相模原 

      武蔵小杉へのみち・総会ウオーク       ：川崎 24(金) 花①大倉山梅林                ：川 崎 

11(土/祝) 下曽我の梅林と流鏑馬            :小田原 25(土) 鶴見川を歩こう                 ：よこはま 

12(日) ＫＷＡパスポートシリーズＫＷＡパスポートシリーズＫＷＡパスポートシリーズＫＷＡパスポートシリーズ②②②②県立都市公園巡り 25(土) 保土ヶ谷公園の梅  花①          ：県  央    

        境川遊水池公園(♯10)             ：よこはま 26(日) ◎◎◎◎第 9 回ぐる～と湘南のみち        ：ふじさわ    

16(木) 八幡宮と寒川神社                   ：ひらつか 28(火) 緑と花の散策② 磯子の梅を訪ねて   ：よこはま 

17(金) 総会ウオーク 泉の森                ：県  央     


