
 

KWA                                                    ２０１７年 第１９９号 

かかかか    なななな    がががが    わわわわ    をををを    歩歩歩歩    ここここ    うううう    ２２２２月号月号月号月号    

ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会（一般社団法人日本ウオーキング協会 加盟団体）    

 

  http://sports.geocities.jp/kanagawa_walk/index.html   
 

                

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 

花便りが聞こえる季節になりました。横並びになっての歩行は絶対に止めて下さい。一般歩行者は 

とても迷惑しています。自分達だけの道ではありません、歩行ルール・マナーを守りましょう。 

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２２２２弾弾弾弾        境川遊水地境川遊水地境川遊水地境川遊水地公園（♯公園（♯公園（♯公園（♯１０１０１０１０）））） 

県立都市公園巡りシリーズ県立都市公園巡りシリーズ県立都市公園巡りシリーズ県立都市公園巡りシリーズ            雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行         開催地開催地開催地開催地    横浜横浜横浜横浜市市市市 

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  よこはまウオーキング協会 

後後後後        援援援援    神奈川県 

開開開開    催催催催    日日日日   ２０１２０１２０１２０１７７７７年２月１年２月１年２月１年２月１２２２２日（日日（日日（日日（日）雨天雨天雨天雨天実施実施実施実施    ①１０①１０①１０①１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ・②１６・②１６・②１６・②１６ｋｍｋｍｋｍｋｍ    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            湘南台公園▼（小田急線・相鉄線・横浜市営地下鉄 湘南台駅 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 

解散場所解散場所解散場所解散場所    ①①①①湘南台公園  １２：３０迄    ②②②②湘南台公園  １４：００迄 

ココココ    ーーーー    スススス    富士塚公園→天王森泉公園→俣野公園→ドリ－ムランド前信号（①①①①分岐→俣野観音堂前） 

                    →聖母の園前→東俣野中央公園→境川→俣野橋付近（①①①①合流）→境川遊水地公園    

                    →鷺舞橋    

見どころ見どころ見どころ見どころ        戸塚区、泉区、藤沢市に跨る“境川”の遊水地の上部空間部分を有効活用して生まれた    

                                        ２５番目の県立都市公園の「境川遊水地公園」を訪れます。ドリ－ムランド前信号から    

                                        コ－スはショ－トとロングに一旦分かれます。その後境川の俣野橋付近で再び合流し、    

                                        境川遊水地公園に向かいます。公園は遊水地情報センタ－を中心に、野球場等の有料運    

                                        動施設や噴水広場があり、現在も広大な遊水地の公園化の整備が進行中です。ウオ－キ    

                                        ングをしながら河川と公園が調和した境川遊水地公園の魅力を観察してみましょう！    

    

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        ℡℡℡℡０４５－２９０－１０２９０４５－２９０－１０２９０４５－２９０－１０２９０４５－２９０－１０２９（（（（月・水・金月・水・金月・水・金月・水・金 10101010～～～～16161616 時）時）時）時） 

 参加カードに、下記事項を記入して、安心ウオークを 

    会員Ｎｏ・フルネーム・住所・緊急時対応の電話番号 

 

発 行   ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会  ２０１７年 ２月 １日〔 第 １９９号 〕 

会 長   髙田  榮                   編 集  大島  弘 

ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会 〒221-0834 横浜市神奈川区台町 7-2 ハイツ横浜 206 

〔ＫＷＡへの問い合わせやご意見は、FAX でお願い致します FAX 045-311-3693 〕     

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・   



 

2222 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 

    

    

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 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        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                                                    １０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

        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辻堂駅北口 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    

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）１２：３０頃  

コースコースコースコース    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、また龍口寺（１４時から）にも廻りご利益を得て下さい 

    

    

４４４４    

（（（（土土土土））））    

町田市            ①８ｋｍ②１５ｋｍ①８ｋｍ②１５ｋｍ①８ｋｍ②１５ｋｍ①８ｋｍ②１５ｋｍ    

    

都県境都県境都県境都県境尾根尾根尾根尾根を歩くを歩くを歩くを歩く    

    

県央ウォーキング協会   

℡046-263-5154    

集集集集    合合合合    つくし野駅前広場（田園都市線）   ※※※※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    ①①①①こどもの国駅 １２：００頃     ②②②②柿生駅 １４：００頃 

コースコースコースコース    町田総合体育館→東雲寺→都県境尾根①①①①→奈良山公園 

→鴨志田公園（昼食）→都県境尾根②②②②→鶴見川→麻生川→柿生 

駅  ☆落葉した雑木林の間から見る青空は新鮮です    

    

    

５５５５    

（（（（日日日日））））    

鎌倉市                                                    １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

「干支守り本尊」参り「干支守り本尊」参り「干支守り本尊」参り「干支守り本尊」参り    

    

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    鎌倉海浜公園「由比ヶ浜地区」    １３：００迄 

コースコースコースコース    寿福寺→補陀洛寺→極楽寺 

☆あなたの守り本尊が祀っているお寺でお参りしましょう。地図を片

手にゴールまで自由歩行でのウオーキングを楽しんで下さい。 

    

    

８８８８    

（（（（水水水水））））    

川崎市                                       １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    多摩川１００㌔ウオーク多摩川１００㌔ウオーク多摩川１００㌔ウオーク多摩川１００㌔ウオーク    

    武蔵小杉へのみち武蔵小杉へのみち武蔵小杉へのみち武蔵小杉へのみち    

総会ウオーク総会ウオーク総会ウオーク総会ウオーク    

川崎ウオーキング協会 

℡090-6154-8120    

集集集集    合合合合    二子玉川公園▼（東急田園都市線 二子玉川駅 １０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    

ゴゴゴゴーーーールルルル    総合自治会館前 １３：３０頃（→ＪＲ・東急 武蔵小杉駅） 

コースコースコースコース    旧玉電通り→谷沢川→等々力渓谷→丸子橋→自治会館 

☆ウオーク後「総会」を開催します。年間完歩賞の表彰式も 

行います。会員の方万障お繰り合わせの上ご出席ください 

    

    

１１１１１１１１    

（（（（土土土土////

祝祝祝祝））））    

    

小田原市                                   １３ｋｍ１３ｋｍ１３ｋｍ１３ｋｍ    

    

下曽我梅林と流鏑馬下曽我梅林と流鏑馬下曽我梅林と流鏑馬下曽我梅林と流鏑馬    

            ＊＊＊＊    流鏑馬流鏑馬流鏑馬流鏑馬 13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030    

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下曽我駅（御殿場線パスモ不可）  １２：２０頃解散後昼食 

コースコースコースコース    けやき通り→飯泉観音→三島神社→曽我梅林→原会場 

☆また行きたいと思う曽我梅林、白梅は心が和み紅梅やしだれ梅は思わ

ず見とれるほど可愛らしく美しく、迫力溢れる流鏑馬流鏑馬流鏑馬流鏑馬は思わず歓声が・・・    

    

    

１１１１２２２２    

（（（（日日日日））））    

横浜市      ①１①１①１①１００００ｋｍ②１６ｋｍｋｍ②１６ｋｍｋｍ②１６ｋｍｋｍ②１６ｋｍ    

KWAKWAKWAKWA ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄシリーズﾊﾟｽﾎﾟｰﾄシリーズﾊﾟｽﾎﾟｰﾄシリーズﾊﾟｽﾎﾟｰﾄシリーズ②②②②    

県立都市公園巡り県立都市公園巡り県立都市公園巡り県立都市公園巡り    

境川遊水地境川遊水地境川遊水地境川遊水地公公公公園（♯１０）園（♯１０）園（♯１０）園（♯１０）自由歩行自由歩行自由歩行自由歩行    

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    湘南台公園▼（小田急線/相鉄線/地下鉄湘南台駅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    ①①①①湘南台公園 １２：３０迄 ②②②②湘南台公園 １４：００迄 

コースコースコースコース    天王森泉公園→ドリ－ムランド前信号（①①①①分岐）→東俣野 

中央公園→俣野橋付近（①①①①合流）→境川遊水地公園→鷺舞橋 

☆境川の遊水地の上部空間部分を有効活用した公園を訪ねます 

    

    

１１１１６６６６    

((((木木木木))))    

平塚市                                                    15151515ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

八幡宮と寒川神社八幡宮と寒川神社八幡宮と寒川神社八幡宮と寒川神社    

    

ひらつかウオーキング協会 

℡080-652７-1634    

集集集集    合合合合    見附台公園▼(東海道線平塚駅西口 6 分) 

受受受受    付付付付    ８：５０～９：２０８：５０～９：２０８：５０～９：２０８：５０～９：２０          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    相模線寒川駅             １４：３０頃 

コースコースコースコース    平塚八幡宮→前鳥神社→けやき公園→寒川神社→G    

☆寒さ厳しい冬の最後ですが、暦の上ではもう春です。神社めぐり

を兼ねて、梅の花をはじめとした、春の息吹を探しに歩きましょう。 

 



 

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 

    

    

１１１１７７７７    

（（（（金）金）金）金）    

大和市              １３１３１３１３ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

総会ウオーク総会ウオーク総会ウオーク総会ウオーク    泉の森泉の森泉の森泉の森    

 

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・相鉄線 大和駅 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 大和駅 （小田急・相鉄線）      １３：００頃  

     県央会員で総会出席者は       １４：３０頃 

コーコーコーコースススス 引地台公園→大和遊歩道→大和市民病院裏→泉の森 

☆大和市内、方向を変えて歩きます。県央会員は総会があります 

    

    

１１１１８８８８    

（（（（土土土土））））    

横浜市    ①１０②１３③１６④２４ｋｍ①１０②１３③１６④２４ｋｍ①１０②１３③１６④２４ｋｍ①１０②１３③１６④２４ｋｍ    

新しいパスポートをお受け取り下さい新しいパスポートをお受け取り下さい新しいパスポートをお受け取り下さい新しいパスポートをお受け取り下さい    

緑道①緑道①緑道①緑道①    

冬枯れの緑道冬枯れの緑道冬枯れの緑道冬枯れの緑道    

川崎ウオーキング協会 

℡090-1432-4128    

集集集集    合合合合    センター北駅・駅前広場▼（横浜市営地下鉄） 

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    

ゴゴゴゴーーーールルルル    駅前広場①①①①１３：００②②②②１３：３０③③③③１４：００④④④④１５：００まで 

☆新シリーズの登場です。３年間２５回のロングウオークです。 

第１回は都筑区内にある公園や緑道・小道・脇道を自由に繋いで 

右回り・左回り・ＫＰウオークなど、お好きな方法で歩いて下さい 

    

    

１１１１９９９９    

（（（（日日日日））））    

厚木市             １０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

ＡＷＡ総会ウオークＡＷＡ総会ウオークＡＷＡ総会ウオークＡＷＡ総会ウオーク    

                    

あつぎウォーキング協会 

℡080-6814-7272(10:00～19:00) 

集集集集    合合合合海老名中央公園（小田急線・相鉄線・JR 相模線 海老名駅３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    あさひ公園                １２：００頃 

コースコースコースコース    厚木駅前→相模大橋→市立病院前→浄雲寺→厚木高校 

前→文化会館→あさひ公園（本厚木駅５分）  ☆早春の日差しを 

楽しみながら歩きます。アミュー６０７で１３時から総会を開きます    

    

    

２１２１２１２１    

（（（（火火火火））））    

横須賀市                                                １２ｋｍ１２ｋｍ１２ｋｍ１２ｋｍ    

三浦海岸ウオークと三浦海岸ウオークと三浦海岸ウオークと三浦海岸ウオークと    

くりはま花の国くりはま花の国くりはま花の国くりはま花の国    

【自由歩行】【自由歩行】【自由歩行】【自由歩行】    

ヨコスカ ウオーキング協会 

℡046-842-6117    

集集集集    合合合合    三浦海岸駅前広場▼（京急線） 

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    京急久里浜駅              １３：３０迄 

コースコースコースコース    野比海岸公園→くりはま花の国・冒険ランド→神明公園 

☆三浦海岸遊歩道、今年からウインドサーフィンワールドカップ開

催が決まった津久井浜、野比海岸公園と海岸の景色を満喫します    

    

    

２２２２２２２２    

（水）（水）（水）（水）    

横浜市             １１１１００００ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

総会ウオーク総会ウオーク総会ウオーク総会ウオーク    

※総会に出席されない方昼食自由 

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    横浜そごう２階 鐘の広場▼（横浜駅中央東口２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    反町公園 １２：００頃（昼食後総会会場へご案内します） 

コースコースコースコース    みなとみらい地区→山下公園→横浜公園 

☆午後からのＹＷＡ総会に向け、みなとみらい地区から関内地区 

を一巡りし会場の「神奈川公会堂」のある東神奈川を目指します 

    

    

２３２３２３２３    

（（（（木木木木））））    

相模原市           １１１１１１１１ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

  花シリーズ①花シリーズ①花シリーズ①花シリーズ①    

相模原北公園の梅（総会）相模原北公園の梅（総会）相模原北公園の梅（総会）相模原北公園の梅（総会）    

ＳＷＡ会員無料ＳＷＡ会員無料ＳＷＡ会員無料ＳＷＡ会員無料((((参加ｶｰﾄﾞ提出参加ｶｰﾄﾞ提出参加ｶｰﾄﾞ提出参加ｶｰﾄﾞ提出))))    

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808 

集集集集    合合合合    橋本駅北口広場（ＪＲ横浜線・相模線・京王相模線） 

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    横山公園（ＪＲ相模線 上溝駅 １０分） １２：３０頃 

コースコースコースコース    橋本五差路→相模原北公園（梅園）→横山公園（昼食）→ 

グリンプール会議室（総会）総会終了 １４：３０頃 ☆昼食後Ｈ２８ 

年総会を開催します。会員の方はご参加をお願い致します 

    

    

２４２４２４２４    

（（（（金金金金））））    

横浜市            １２ｋｍ１２ｋｍ１２ｋｍ１２ｋｍ 

自由歩行自由歩行自由歩行自由歩行    

花シリーズ〔１〕花シリーズ〔１〕花シリーズ〔１〕花シリーズ〔１〕    

大倉山梅林大倉山梅林大倉山梅林大倉山梅林    

川崎ウオーキング協会 

℡090-8681-1108    

集集集集    合合合合 掃部山公園▼（ＪＲ京浜東北線・他 桜木町西口駅 ６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    

ゴゴゴゴーーーールルルル    大倉山梅林 １２：３０頃（東急東横線 大倉山駅 １０分） 

コースコースコースコース    高島町→青木橋→東横フラワー緑道→平川町公園→六 

角橋→大豆戸→大曽根】→大倉山梅林（→大倉山駅） 

☆廃線となった旧東横線を偲びながら大倉山へ歩きます 

    

    

    

    

    

２５２５２５２５    

（土）（土）（土）（土）    

横浜市①１０ｋｍ②２１ｋｍ③３６ｋｍ①１０ｋｍ②２１ｋｍ③３６ｋｍ①１０ｋｍ②２１ｋｍ③３６ｋｍ①１０ｋｍ②２１ｋｍ③３６ｋｍ    

    

鶴見川を歩こう鶴見川を歩こう鶴見川を歩こう鶴見川を歩こう    

＜全コ－ス自由歩行＞＜全コ－ス自由歩行＞＜全コ－ス自由歩行＞＜全コ－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    鶴川駅前公園（小田急線鶴川駅）   ※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    

ゴゴゴゴールールールール ①①①①谷本公園（東急田園都市線市が尾駅）１２：００迄②②②②新

横浜駅前公園（ＪＲ/地下鉄新横浜駅）１４：３０迄③③③③貝ノ浜緑地（京

急線生麦駅）１６：３０迄 コースコースコースコース    恩廻公園→谷本公園（①①①①）→日

産スタジアム横→鳥山大橋（②②②②）→末吉橋→芦穂橋    

横浜市              １２ｋｍ１２ｋｍ１２ｋｍ１２ｋｍ    

    

保土ヶ谷公園の梅保土ヶ谷公園の梅保土ヶ谷公園の梅保土ヶ谷公園の梅    花①花①花①花①    

    

県央ウォーキング協会 

℡046-263-5154    

集集集集    合合合合    鶴ヶ峰公園▼（相鉄線 鶴ヶ峰駅 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    星川駅 （相鉄線）           １３：１５頃 

コースコースコースコース    帷子川親水緑道→東川島水道みち公園→県立保土ヶ谷 

公園 ☆花シリーズ①で帷子川を下り保土谷公園では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 



 

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 

    

    

２６２６２６２６    

（日）（日）（日）（日）    

藤沢市        ４０・２２・１０ｋｍ４０・２２・１０ｋｍ４０・２２・１０ｋｍ４０・２２・１０ｋｍ 

◎◎◎◎第９回第９回第９回第９回ぐる～と湘南のみちぐる～と湘南のみちぐる～と湘南のみちぐる～と湘南のみち    

江の島へ向かって歩こう！江の島へ向かって歩こう！江の島へ向かって歩こう！江の島へ向かって歩こう！    

★神奈川★神奈川★神奈川★神奈川 14-6 参加費一律参加費一律参加費一律参加費一律 500500500500 円円円円    

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    ４０ｋｍ      ７：３０～８：００       出発式出発式出発式出発式 ８：００ 

     ２２ｋｍ、１０ｋｍ 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    奥田公園１１１１６：００迄６：００迄６：００迄６：００迄（抽選会、ウォーキンググッズ展示等））））     

コースコースコースコース    今年はＦＷＡ２０周年ＦＷＡ２０周年ＦＷＡ２０周年ＦＷＡ２０周年の年で新コース新コース新コース新コースとなりました。里山か    

ら、茅ヶ崎市街地、サザンビーチから江ノ島へと向かって歩こう    

    

    

２８２８２８２８    

（（（（火火火火））））    

横浜市                                                        １２１２１２１２kmkmkmkm    

    

        緑と花の散策②緑と花の散策②緑と花の散策②緑と花の散策②    

『磯子の梅を訪ねて』『磯子の梅を訪ねて』『磯子の梅を訪ねて』『磯子の梅を訪ねて』    

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    大岡公園▼（地下鉄弘明寺駅①番出口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    新杉田公園（ＪＲ根岸線新杉田駅） 13:50 頃 

コースコースコースコース    岡村天満宮→岡村公園→久良岐公園→屏風浦駅前 

 →打越→栗木→妙法寺（※江戸～明治の杉田梅林の中心） 

☆“区木”に制定されている磯子の梅、その名所の一部を巡ります 

ＫＷＡ会報「かながわを歩こう」創刊２００号記念ウオークＫＷＡ会報「かながわを歩こう」創刊２００号記念ウオークＫＷＡ会報「かながわを歩こう」創刊２００号記念ウオークＫＷＡ会報「かながわを歩こう」創刊２００号記念ウオーク    

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 3333 弾弾弾弾    葉山公園（♯葉山公園（♯葉山公園（♯葉山公園（♯0000８８８８））））はやま三ケ岡緑地（♯はやま三ケ岡緑地（♯はやま三ケ岡緑地（♯はやま三ケ岡緑地（♯0000９９９９））））    

県立都市公園巡り県立都市公園巡り県立都市公園巡り県立都市公園巡りシリーズシリーズシリーズシリーズ                                開催地開催地開催地開催地    葉山町葉山町葉山町葉山町    

            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  鎌倉歩け歩け協会    

            後後後後        援援援援        神奈川県    

開開開開    催催催催    日日日日   ２０１７年３月１２日（日）     雨天雨天雨天雨天実施実施実施実施            １３ｋｍ  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逗子駅より ５分、京急新逗子駅より ２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 

ゴゴゴゴ    ーーーー    ルルルル        逗子海岸（ＪＲ逗子駅へ 約１２分）    
 

  

 

                ココココ    ーーーー    スススス        新逗子入口信号→長柄歩道橋→向原信号→あじさい公園入口→三ヶ岡山山頂広場→    

                                                                        御用邸前信号→葉山公園→一色海岸→森戸海岸→葉山マリーナ前→渚橋→逗子海岸    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先：鎌倉歩け歩け鎌倉歩け歩け鎌倉歩け歩け鎌倉歩け歩け協会協会協会協会      ℡℡℡℡0000９０－２６３３－３７１５９０－２６３３－３７１５９０－２６３３－３７１５９０－２６３３－３７１５    

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９回第９回第９回第９回    『ぐる～と湘南のみち』『ぐる～と湘南のみち』『ぐる～と湘南のみち』『ぐる～と湘南のみち』            ＦＷＡ２０周年記念ＦＷＡ２０周年記念ＦＷＡ２０周年記念ＦＷＡ２０周年記念    

500500500500 選選選選    神奈川県 14-6 新コース新コース新コース新コース  江の島へ向かって歩こう！江の島へ向かって歩こう！江の島へ向かって歩こう！江の島へ向かって歩こう！         開催地開催地開催地開催地    藤沢市藤沢市藤沢市藤沢市    

                        開開開開    催催催催    日日日日      ２０１２０１２０１２０１７年２月２６７年２月２６７年２月２６７年２月２６日日日日((((日日日日))))    雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行   ４０・２２・１０４０・２２・１０４０・２２・１０４０・２２・１０kmkmkmkm  自由歩行自由歩行自由歩行自由歩行    

                        集合場所集合場所集合場所集合場所   奥田公園▼（ＪＲ・小田急線 藤沢駅南口より約 7分）    

                        受受受受        付付付付     ４０ｋｍ４０ｋｍ４０ｋｍ４０ｋｍ    ７７７７時３０分～８時００分時３０分～８時００分時３０分～８時００分時３０分～８時００分            ２２ｋｍ・２２ｋｍ・２２ｋｍ・２２ｋｍ・１０ｋｍ１０ｋｍ１０ｋｍ１０ｋｍ        ９時００分９時００分９時００分９時００分～～～～９時３０分９時３０分９時３０分９時３０分    

                        出出出出    発発発発    式式式式        ４０ｋｍ４０ｋｍ４０ｋｍ４０ｋｍ    ８時００分８時００分８時００分８時００分                                        ２２ｋｍ・１０ｋｍ２２ｋｍ・１０ｋｍ２２ｋｍ・１０ｋｍ２２ｋｍ・１０ｋｍ        ９時３０分９時３０分９時３０分９時３０分    

                        参参参参    加加加加    費費費費            一律一律一律一律        ５００円５００円５００円５００円    （当日申込のみ・抽選会あり）中学生以下無料    

                        ゴゴゴゴ    ーーーー    ルルルル    奥田公園（ＪＲ・小田急線 藤沢駅 7 分）16:0016:0016:0016:00 迄迄迄迄 (ウオーキンググッズの展示・健康測定有り)    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先：湘南ふじさわウオーキング協会湘南ふじさわウオーキング協会湘南ふじさわウオーキング協会湘南ふじさわウオーキング協会      ℡℡℡℡0466046604660466----28282828----2052205220522052    

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    ◎◎◎◎協会イベント協会イベント協会イベント協会イベント 

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

２０１２０１２０１２０１７７７７年年年年        ３月３月３月３月     

01(水) 第 3 西大堀切り散策             :小田原    16(木) 春木桜と足柄桜巡り                  :小田原 

02(木) 総会ウオーク                      ：ふじさわ 17(金) ゆっくりＷ 南湖院記念太陽の郷庭園  ：ふじさわ 

04(土) 鎌倉の３大緑地を歩く            ：鎌 倉 18(土) ◎◎◎◎第 21 回相模原の歩きたくなる道 ★14-7：相模原 

05(日) 薬師池の梅       花②         ：県  央 19(日) ＫＷＡ委託例会❶ あいかわ公園(♯25)  :あつぎ 

08(水) 潮の香りに誘われて 

＜忠彦丸でお買い物＞   ：よこはま 

20(月/祝) お孫さんと歩こう                  ：よこはま 

22(水) 境川フリーＷ                        ：県  央 

09(木) 川シリーズ①荻野川             :あつぎ 23(木) 箱根山から防衛省記念館             ：川 崎 

10(金)  �② 横浜線沿線ウオーク        ：相模原 25(土) ＫＷＡ委託例会➊大磯城山公園(♯15)  ：ひらつか    

11(土) ベイオブ東京 城南島・京浜島・昭和島 ：川 崎 26(日) �②桜ウオーク                      ：相模原    

11(土) 湘南ふじさわの四季⑪鵠沼・片瀬の春 ：ふじさわ 27(月) 県立都市公園巡り➋塚山公園(♯05)    ：ヨコスカ 

12(日) ＫＷＡパスポートシリーズ③ＫＷＡパスポートシリーズ③ＫＷＡパスポートシリーズ③ＫＷＡパスポートシリーズ③ 県立都市公園巡り 28(火) 長後の春                        ：ふじさわ 

     葉山公園(♯08）・はやま三ケ岡山緑地(♯09）：鎌 倉 29(水) 緑と花の散策③シドモア桜と大岡川の桜祭り：よこはま 

14(火) 二宮散策と干物               ：ひらつか 30(木) 綾西の桜        花③               ：県  央 

15(水) 県立都市公園巡り➋東高根森林公園(♯01)：川 崎 31(金) ◎花と川と海                         :あつぎ    


