
KWA                                                    ２０１７年 第２０１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    ４４４４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 

   最近例会毎に転倒者が多く見られるようになり憂慮すべきことです。靴紐の結び方が緩いのと、 

   筋肉の衰えによる事が考えられます。ストレッチと筋トレは毎日行いましょう。 

   ご自分のためです、ケガによる心身のダメージはおおきいです。 

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４４４４弾弾弾弾            相模原公園（♯２１相模原公園（♯２１相模原公園（♯２１相模原公園（♯２１））））    

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                                                    開催地開催地開催地開催地    相模原市 

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  相模原市ウォーキング協会 

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年年年年４月４月４月４月    ９９９９日（日日（日日（日日（日） 雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行            １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ        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                相模大野中央公園（小田急線 相模大野駅 １０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      原当麻駅（ＪＲ相模線）              １１：００頃 

ココココ    ーーーー    スススス            相模大野中央公園→御園２丁目信号→相模緑道緑地→こもれびの森→ 

                            清掃事務所前信号→相模原公園→原当麻駅                                

見どころ見どころ見どころ見どころ                相模原公園は、熱帯大温室と花と緑の憩いのサロンとが複合した「サカタのタ 

                        ネ グリーンハウス」をはじめ、大噴水をメタセコイアの並木と色とりどりの花     

                        壇が囲むわが国有数のフランス式庭園、花しょうぶ園として県内最大級の「水    

無月園」、フィッシングセンターを改装した「せらぎの園地区」など花と緑とそ    

の文化を伝える見どころがたくさんあります。子供たちが楽しめる各種遊具施    

設も充実しており、一日のんびり、ゆっくりと過ごせる公園で市立相模原麻溝    

                        公園とも隣接しております。 

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先::::    ：：：：        相模原市ウォーキング相模原市ウォーキング相模原市ウォーキング相模原市ウォーキング協会協会協会協会        ℡℡℡℡０９０－０９０－０９０－０９０－４１３４４１３４４１３４４１３４－－－－５８０８５８０８５８０８５８０８ 

        県央県央県央県央 WAWAWAWA の８月例会の８月例会の８月例会の８月例会    「早朝ウオーク「早朝ウオーク「早朝ウオーク「早朝ウオーク    泉の森散策」泉の森散策」泉の森散策」泉の森散策」    開催日開催日開催日開催日    変更変更変更変更    

８月２７日（日）８月２７日（日）８月２７日（日）８月２７日（日）    →→→→    ８８８８月２０日（日）月２０日（日）月２０日（日）月２０日（日）    KWA PS ⑦の開催日が 8 月 20 日(日)→8 月 30（水）に変更のため    

 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 ４月 １日〔 第 ２０１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・   



 

４４４４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 

    

    

４４４４////１１１１    

（（（（土土土土））））    

    

小田原市                                            １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

◎国立印刷局の桜巡り◎国立印刷局の桜巡り◎国立印刷局の桜巡り◎国立印刷局の桜巡り    

    

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    鴨宮駅（ＪＲ東海道線）          １２：００頃 

コースコースコースコース    西海子小路→ふれあい広場→小田原大橋→国立印刷局 

☆お堀沿いの桜並木が水面に映える様や、西海子小路の華やか 

さ。印刷局の桜は背が高く圧巻。今年は是非 観桜会に期待して    

    

    

２２２２    

（（（（日日日日））））    

川崎市 ①４０②２２③１３①４０②２２③１３①４０②２２③１３①４０②２２③１３④８④８④８④８ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

多摩川ウオーク多摩川ウオーク多摩川ウオーク多摩川ウオーク    （参加費：５００円）（参加費：５００円）（参加費：５００円）（参加費：５００円）    

◎第１◎第１◎第１◎第１８８８８回回回回    

多摩川多摩川多摩川多摩川ＧＧＧＧoooo！！！！ＧＧＧＧoooo！マーチ！マーチ！マーチ！マーチ    

川崎ウオーキング協会 

℡080-5133-0815    

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

受受受受    付付付付    ７：００～９：４５（コース毎に異なります） 出発式出発式出発式出発式 コース毎    

ゴゴゴゴーーーールルルル    二二二二ヶ領せせらぎ館（全コース共、１２：００～１５：００まで） 

コースコースコースコース    詳しいことは 6 ページをご覧ください 

☆ガス橋と多摩川原橋間で実施します。今年は、二ヶ領用水沿い 

の満開の桜を、楽しんで頂くために８ｋｍコースを新設しました 

    

    

３３３３    

（（（（月月月月））））    

横浜市                    ①１０①１０①１０①１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ②１５ｋｍ②１５ｋｍ②１５ｋｍ②１５ｋｍ    

    

江川のチューリップ江川のチューリップ江川のチューリップ江川のチューリップ    

※①①①①の昼食はゴ－ル後各自 

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    葛が谷公園▼（地下鉄都筑ふれあいの丘駅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①①①①鴨居駅（ＪＲ横浜線）１２：３０頃②②②②都筑ふれあいの丘駅１４：４０頃  

コースコースコースコース江川せせらぎ緑道→ららぽ－と横浜（①①①①分岐/昼食）→月出松公園 

☆地域住民と小学生が丹精込めて育てる赤白黄色のチュ－リップ

が咲き、薫風に舞った桜花が花筏となり小川を埋め尽くします    

    

    

４４４４    

（（（（火火火火））））    

町田市                                ①１１②１５①１１②１５①１１②１５①１１②１５ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

恩田川の桜恩田川の桜恩田川の桜恩田川の桜    花④花④花④花④    

    

県央ウォーキング協会 

℡046-263-5154    

集集集集    合合合合 つくし野セントラルパーク ▼(すずかけ台駅 ８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    町田駅（ＪＲ・小田急）   ①①①①１３：００頃   ②②②② １４：００頃 

コースコースコースコース 総合体育館→恩田川→城山公園→弁天橋公園→町田中 

央公園（昼食）→芹が谷公園 ☆恒例の恩田川の桜です。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 

    

    

５５５５    

（（（（水水水水））））    

秦野市                 １１ｋｍ１１ｋｍ１１ｋｍ１１ｋｍ 

 

はだの桜みちはだの桜みちはだの桜みちはだの桜みち    

    

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    おおがみ公園（小田急線 秦野駅 ２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    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    秦野駅付近                    １３：３０頃  

コースコースコースコース    県道６２号線→出雲大社→堀川入口→さくらどて公園→桜 

土手古墳公園/昼→秦野運動公園→まほろば大橋 ☆県道６２号 

線ははだの桜みちとして 6.2km あり神奈川県下一番長い桜並木 

    

    

６６６６    

（（（（木木木木））））    

    

平塚市                                           １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

渋田川の桜 

 

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▼（JR 東海道線平塚駅西口 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    伊勢原駅                      １３：３０頃 

コースコースコースコース    総合公園→大塚山公園→渋田川→太田公民館→G 

☆春の川風は何色でしょうか。渋田川の鷹匠橋から土安橋までが

桜のビューポイント。桜越しに見える富士山も今回の見所の一つ    

    

    

８８８８    

（（（（土土土土））））    

横浜市      ①１０①１０①１０①１０ｋｍ②１７ｋｍｋｍ②１７ｋｍｋｍ②１７ｋｍｋｍ②１７ｋｍ    

    

金沢の海と緑の散歩道金沢の海と緑の散歩道金沢の海と緑の散歩道金沢の海と緑の散歩道    

【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    新杉田公園▼（ＪＲ根岸線新杉田駅 ８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    ①①①①八景島駅前（シ－サイドライン）最終１２：００迄②②②②新杉田

公園 最終１４：３０迄 コースコースコースコース    金沢緑地→ヘリポ－ト→スパ八景島

（①①①①分岐）→長浜公園→富岡総合公園 ☆春の柔らかな陽射しと 

春風に後押しされ海辺の道・緑の道を爽快に楽しく歩きましょう！ 

    

    

９９９９    

((((日日日日))))    

相模原市                                            １１１１２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

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④④④④    

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    

相模原相模原相模原相模原公園（♯公園（♯公園（♯公園（♯２１２１２１２１））））    

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808 

集集集集    合合合合    相模大野中央公園▼（小田急線 相模大野 １０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    原当麻駅（ＪＲ相模線）         １１：００頃 

コースコースコースコース    相模緑道緑地→こもれびの森→相模原公園→原当麻駅 

☆相模原公園は、熱帯大温室、大噴水・メタセコイアの並木のフラ

ンス式庭園、「水無月園」など花と緑の見どころ満載の公園です。 

 



 

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 

    

    

１１１１２２２２    

（（（（水水水水））））    

秦野市      ①９①９①９①９ｋｍｋｍｋｍｋｍ②１６ｋｍ②１６ｋｍ②１６ｋｍ②１６ｋｍ    

    

風の吊り橋とチューリップ風の吊り橋とチューリップ風の吊り橋とチューリップ風の吊り橋とチューリップ    

    

小田原市歩け歩けの会 

℡090-9853-9620 

集集集集    合合合合    おおがみ公園（小田急線 秦野駅 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    ８：５０～９：２０           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    渋沢駅（小田急線）①①①①戸川公園１１：５０ ②②②②渋沢駅１４：００ 

コースコースコースコース    水無川→カルチャ－パ－ク→戸川公園①①①①→風の吊橋→平 

和橋☆チュ－リップが一面に咲き誇る戸川公園今年は更に３万本増えて 

１０万本のチュ-リップが色艶やかに。風の吊り橋から水無川へ降りて歩く 

    

    

１１１１３３３３    

（（（（木木木木））））    

藤沢市                                                        １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

小糸川のしだれ桜小糸川のしだれ桜小糸川のしだれ桜小糸川のしだれ桜    

    

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    円行公園▼（小田急、相鉄、地下鉄 湘南台駅 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     

ゴールゴールゴールゴール    神台公園（JR 辻堂駅 ５分）        １３：３０頃     

コースコースコースコース    秋葉台運動公園→小糸川のしだれ桜→遠藤丸山公園→ 

遠藤公園→東羽根沢公園→二番構公園/昼 ☆☆☆☆小糸川の川面に 

向けて滝のように垂れるしだれ桜の並木が美しい。桜花を楽しもう 

    

    

１１１１４４４４    

（（（（金金金金））））    

相模原市           １０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

能徳寺の牡丹と芝桜能徳寺の牡丹と芝桜能徳寺の牡丹と芝桜能徳寺の牡丹と芝桜    

    

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    ８：５０～９：２０           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    下溝駅（JR 相模線）               １３：３０頃 

コースコースコースコース    相模三川公園→能徳寺→磯部頭工公園→三段の滝広場 

☆春の日差しを浴び、能徳寺の牡丹と相模川の土手１．５ｋｍ、数

万本の芝桜を楽しんで歩きませんか！！    

    

    

    

    

    

１５１５１５１５    

（土）（土）（土）（土）    

東京・昭島市①１０②１６③２８①１０②１６③２８①１０②１６③２８①１０②１６③２８ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

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〔3333〕〕〕〕    花〔花〔花〔花〔2222〕〕〕〕    

羽村のチューリップ羽村のチューリップ羽村のチューリップ羽村のチューリップ    

〔自由歩行〕①①①①団体歩行もあります 

川崎ウオーキング協会 

℡090-1432-4128    

集集集集    合合合合    日光橋公園▼（ＪＲ青梅線・八高線/西武拝島線 拝島駅 ５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    

コースコースコースコース    ①①①①：柳山公園→桜堤公園→まいまいず井戸→羽村駅    

②：①＋②：①＋②：①＋②：①＋桜堤公園→動物公園通→神明緑道→羽村駅 

③：②＋③：②＋③：②＋③：②＋動物公園→旧江戸街道→山王森公園→残堀川 

→根川緑道・柴崎橋（立川駅 １０分） 最終 １５：４５まで    

秦野市                                                    １５１５１５１５ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

渋沢街道の渋沢街道の渋沢街道の渋沢街道の桜桜桜桜    花花花花⑤⑤⑤⑤    

    

県央ウォーキング協会 

℡046-263-5154    

集集集集    合合合合    おおがみ公園（秦野駅 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    ８：２０～８：５０           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    渋沢駅（小田急線）            １３：３０頃 

コースコースコースコース    秦野桜道入口→白笹稲荷→秦野運動公園→渋沢古墳公 

園（昼食） ☆秦野市に新設整備された１３㎞の桜道を歩きます。 

始点から終点まで歩き、水無川沿いの桜も堪能して下さい 

    

    

１１１１６６６６    

（（（（日日日日））））    

横浜市      ①１２①１２①１２①１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ②１７ｋｍ②１７ｋｍ②１７ｋｍ②１７ｋｍ    

    

緑と花の散策Ｐ－４緑と花の散策Ｐ－４緑と花の散策Ｐ－４緑と花の散策Ｐ－４    

寺家・三輪・成瀬尾根道寺家・三輪・成瀬尾根道寺家・三輪・成瀬尾根道寺家・三輪・成瀬尾根道    

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    合合合合藤が丘公園▼（東急田園都市線藤が丘駅５分）トイレは極力駅でトイレは極力駅でトイレは極力駅でトイレは極力駅で 

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奈良山公園（こどもの国駅）１３：３０頃②②②②長津田駅北口（ＪＲ横

浜線/東急田園都市線）１４：３０頃 コースコースコースコース鴨志田公園→沢谷戸自然

公園（昼食）→奈良山公園（①①①①）→成瀬尾根道入口（自由歩行）→ 

山吹緑地 ☆若葉が芽吹き始めた里を歩き、花を楽しみましょう！ 

    

    

１１１１７７７７    

（（（（月月月月））））    

海老名市    ①１４ｋｍ②１８ｋｍ①１４ｋｍ②１８ｋｍ①１４ｋｍ②１８ｋｍ①１４ｋｍ②１８ｋｍ       

 

有馬水道みち有馬水道みち有馬水道みち有馬水道みち    

    

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    円行公園▼（小田急、相鉄、地下鉄 湘南台駅 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     

ゴールゴールゴールゴール    ①①①①社家駅（JR 相模線）１４：００頃  ②②②②海老名駅（JR 相模

線、小田急線、相鉄線）１５：００頃 コースコースコースコース くずはら里山広場→横

須賀水道みち→有馬水道みち→蟹ヶ谷公園/昼→有馬浄水場有馬浄水場有馬浄水場有馬浄水場→    

①①①① 有馬浄水場有馬浄水場有馬浄水場有馬浄水場→大谷近隣公園→大谷観音堂→②②②② 

    

    

１１１１８８８８    

（（（（火火火火））））    

川崎市                    ①１０ｋｍ②１４ｋｍ①１０ｋｍ②１４ｋｍ①１０ｋｍ②１４ｋｍ①１０ｋｍ②１４ｋｍ    

花シリーズ〔３〕花シリーズ〔３〕花シリーズ〔３〕花シリーズ〔３〕    

八重桜のみち八重桜のみち八重桜のみち八重桜のみち    

スタートチェック後自由歩行 

川崎ウオーキング協会 

℡044-589-8433 

集集集集    合合合合 隠れ谷公園▼(小田急 新百合ヶ丘駅 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 ①①①①奈良山公園（横浜高速鉄道 こどもの国駅 ３分） 

②②②②杉山原公園（東急田園都市線・ＪＲ横浜線 長津田駅 ８分） 

コースコースコースコース 緑の広場→さくら通り→①①①①奈良山公園→②②②②杉山原公園 

☆「多摩のまほろば」と云われる所に、素晴らしい桜みちがある    

    

    

１９１９１９１９    

（（（（水水水水））））    

相模原市             １０１０１０１０ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

        花シリーズ③花シリーズ③花シリーズ③花シリーズ③    

相模川の芝ざくら相模川の芝ざくら相模川の芝ざくら相模川の芝ざくら    

★★★★神奈川神奈川神奈川神奈川    14-7    

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▼(JR 相模･小田急･相鉄線 海老名駅 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    三段の滝展望広場 (JR 相模 下溝駅 １０分) １３：３０頃 

コースコースコースコース    三川公園→芝ざくら散策路→頭首工公園→三段の滝展望広場 

☆相模川左岸の堤防にある通称「芝ざくらライン」は相模川 

の環境保護のために地元の老人会や自治会の奉仕で植栽 



 

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 

    

    

２２２２００００    

（（（（木木木木））））    

    

大和市              １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

 

八重桜の道八重桜の道八重桜の道八重桜の道        花⑥花⑥花⑥花⑥    

    

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（大和駅 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    中央林間駅（小田急・田園都市線）  １３：３０頃 

コースコースコースコース    瀬谷本郷公園→大和橋→鶴間公園→さくらの散歩道     

☆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 

    

    

２２２２１１１１    

（（（（金金金金））））    

横浜市                                                    １３ｋｍ１３ｋｍ１３ｋｍ１３ｋｍ    

県立都市公園巡り➋県立都市公園巡り➋県立都市公園巡り➋県立都市公園巡り➋    

四季の森公園（♯０３四季の森公園（♯０３四季の森公園（♯０３四季の森公園（♯０３））））    

【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    新横浜駅北口駅前広場「西広場」▼（ＪＲ横浜線/地下鉄） 

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  ※昼食は各自適宜    

ゴールゴールゴールゴール    中山駅前（ＪＲ横浜線/地下鉄）最終１３：３０迄 

コースコースコースコース    新横浜公園→鶴見川土手→ららぽ－と横浜→四季の森公園 

☆アンコ－ル例会、鶴見川沿いを歩いて四季の森公園へ、散策

路を自由に選んで公園内の花や木々の魅力を楽しみましょう！ 

    

    

２２２２２２２２    

（（（（土土土土））））    

葉山町                                                    １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

ツツジと新緑の葉山道ツツジと新緑の葉山道ツツジと新緑の葉山道ツツジと新緑の葉山道    

    

鎌倉歩け歩け協会 

℡090-2633-3715 

集集集集    合合合合    逗子・亀岡八幡宮▼（JR 逗子駅 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 逗子海岸中央（JR 逗子駅 １５分）   １４：００頃 

コースコースコースコース    葉桜住宅→花の木公園→森戸神社 

☆葉桜住宅から見る新緑、花の木公園のツツジの絨毯に歓迎され 

森戸海岸で昼食の後、穏やかな海辺の道をゆっくりと歩きます 

    

    

２２２２３３３３    

（（（（日日日日））））    

横須賀市                                                １５１５１５１５ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

 

◎横須賀◎横須賀◎横須賀◎横須賀    太田和つつじの丘太田和つつじの丘太田和つつじの丘太田和つつじの丘    

    

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 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    京急・YRP 野比駅                 １５：００頃  

コースコースコースコース    衣笠山公園→太田和つつじの丘→ＹＲＰ光の丘水辺公園 

☆斜面に約 5 万本のツツジが開花します。ツツジに囲まれ大島を

見渡しながら昼食です。YRP 水辺公園を経由してゴールです    

    

    

２２２２５５５５    

（（（（火火火火））））    

藤沢市                １１１１１１１１ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

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    

俣野の新緑とツツジ俣野の新緑とツツジ俣野の新緑とツツジ俣野の新緑とツツジ    

（俣野別邸庭園・入館料あり）（俣野別邸庭園・入館料あり）（俣野別邸庭園・入館料あり）（俣野別邸庭園・入館料あり）    

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    椎名谷公園（小田急線 善行駅 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    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    ふじさわ宿交流館（JR、小田急 藤沢駅１５分）１３：３０頃 

コースコースコースコース    俣野小学校前→神明社→東俣野中央公園→俣野別邸 

庭園/昼→翠ヶ丘公園 ☆☆☆☆訪れる公園の若葉とツツジが彩り、俣野 

別邸庭園では旧住友家の別邸が４月より公開され楽しみが増えた    

    

    

５５５５/1/1/1/1    

((((月月月月))))    

藤沢市             １２１２１２１２ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

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    

フジロードフジロードフジロードフジロード    

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    円行公園▼（小田急、相鉄、地下鉄 湘南台駅 ６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    端山藤園（JR 辻堂駅 ２０分）        １４：００頃    

コースコースコースコース    円行公園→引地川親水公園→大庭城址公園/昼→端山

藤園 ☆☆☆☆藤沢市の花「フジ」を引地川沿いの藤棚のある公園を巡り 

今年も見事なフジを咲かせてくれるだろう「端山藤園」を訪ねます    

    

    

２２２２    

((((火火火火))))    

横浜市                                                    １３１３１３１３ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

都筑の緑道の四季都筑の緑道の四季都筑の緑道の四季都筑の緑道の四季    

「春（ツツジ）」「春（ツツジ）」「春（ツツジ）」「春（ツツジ）」    

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    葛が谷公園▼（地下鉄都筑ふれあいの丘駅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    鴨居駅前（JR 横浜線）          １４：３０頃 

コースコースコースコース    茅ヶ崎公園→鴨池公園→川和富士公園(昼食)→牧野宅庭園 

☆昨年のリベンジ、今年は牧野宅のツツジは庭園斜面一杯に花を

咲かせて私達を出迎えてくれることでしょう！    

    

    

３３３３    

（水（水（水（水////

祝）祝）祝）祝）    

    

相模原市          ①１１②１６①１１②１６①１１②１６①１１②１６ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

相模川の相模川の相模川の相模川の鯉のぼり鯉のぼり鯉のぼり鯉のぼり    

★神奈川★神奈川★神奈川★神奈川    14-7 

ロング昼食後自由歩行    

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808 

集集集集    合合合合    相模原駅北口広場▼（ＪＲ横浜線） 

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田名    

バスターミナル１２：５０頃  ②②②②原当麻駅前（ＪＲ相模線）１３：５０頃 

コースコースコースコース    横山公園→鯉のぼり会場→①①①① 望地弁天→無量光寺→②②②② 

☆昼食は鯉のぼりを眺めながら食べ、ショートは田名バスターミナル 

へ、ロングは地弁天、当麻山無量光寺を経て原当麻駅に向かいます    

    

    

５５５５    

（金（金（金（金////    

祝）祝）祝）祝）    

伊勢原市            １１１１１１１１ｋｍｋｍｋｍｋｍ    

    

鈴川のこいのぼり鈴川のこいのぼり鈴川のこいのぼり鈴川のこいのぼり    

    

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) 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    千津公園                      １３：３０頃 

コースコースコースコース        鈴川公園→鯉のぼり会場→王御住公園→千津公園 

☆伊勢原から岡崎地区に入り、普段歩いていない道を鈴川の鯉

のぼり会場へ。王御住公園で昼食後、岡崎城址後からゴールに    



 

協会協会協会協会イベントイベントイベントイベント    『『『『    横須賀横須賀横須賀横須賀    太太太太田和田和田和田和つつじつつじつつじつつじのののの丘丘丘丘    』』』』 ヨコスカヨコスカヨコスカヨコスカ    ウオーキングウオーキングウオーキングウオーキング協会協会協会協会    

    

開開開開    催催催催    日日日日    ２０１７年２０１７年２０１７年２０１７年４４４４月月月月２２２２３３３３日日日日((((日日日日))))    雨天実施雨天実施雨天実施雨天実施    １５１５１５１５ｋｍｋｍｋｍｋｍ                団体団体団体団体歩行歩行歩行歩行    

集合場所集合場所集合場所集合場所    衣笠栄町公園▼（JR 横須賀線 衣笠駅 歩５分）    

            受受受受        付付付付   ８：５０～９：２０        出出出出発発発発式式式式    ９：３０    

            解散場所解散場所解散場所解散場所            京急線 YRP 野比駅１５：００頃    

            ココココ    ーーーー    スススス                    衣笠山公園→山科台公園→太田和つつじの丘（昼食）→ＹＲＰ光の丘水辺公園    

            見どころ見どころ見どころ見どころ                    衣笠山公園では木彫がところどころに見られます。山科台公園先の小田和川の親    

                                        水施設を通って、太田和つつじの丘に向かいます。約５万本のツツジに囲まれて    

                                                                            昼食です。つつじの丘からは大島も見渡せます。帰り道は、ＹＲＰ光の丘水辺公    

                                                                            園で休憩をしてから YRP 野比駅に向かいます。やや健脚向きのコースです。    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先::::    ：：：：    ヨコスカヨコスカヨコスカヨコスカ    ウオーキングウオーキングウオーキングウオーキング協会協会協会協会                    ℡℡℡℡０４６－８４２―６１１７０４６－８４２―６１１７０４６－８４２―６１１７０４６－８４２―６１１７    

第第第第２２２２２２２２回回回回    ウオーキングフェスタウオーキングフェスタウオーキングフェスタウオーキングフェスタ東京東京東京東京    ＊詳細は、ＪＷＡパンフレット参照    

                                                                                                                                        事前申込期限事前申込期限事前申込期限事前申込期限    ４月４月４月４月１０１０１０１０日日日日((((月月月月))))までまでまでまで    

                                                                            大会誌３月３１日迄登録者の氏名記載 

開催日開催日開催日開催日 ２０１２０１２０１２０１７７７７年年年年４４４４月月月月２９２９２９２９日（土）・日（土）・日（土）・日（土）・４４４４月月月月３０３０３０３０日（日）日（日）日（日）日（日）         

   会会会会    場場場場        都立都立都立都立    小金井公園小金井公園小金井公園小金井公園 (ＪＲ 東小金井駅北口 ２０分 ・ ＪＲ 武蔵小金井駅北口 ２５分) 

                （西武新宿線 花小金井駅 １５分） 

      受付・スタート時間受付・スタート時間受付・スタート時間受付・スタート時間                33330000kmkmkmkm                受付受付受付受付 7777 時時時時 30303030 分分分分            出発式出発式出発式出発式        8888 時時時時 00000000 分分分分            ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ    8888 時時時時 45454545 分分分分までまでまでまで 

                          20202020kmkmkmkm                受付受付受付受付 8888 時時時時 30303030 分分分分            出発式出発式出発式出発式        9999 時時時時 00000000 分分分分            ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ    9999 時時時時 45454545 分分分分までまでまでまで 

                          10101010kmkmkmkm                受付受付受付受付 9999 時時時時 30303030 分分分分            出発式出発式出発式出発式 10101010 時時時時 00000000 分分分分            ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ 10101010 時時時時 45454545 分分分分までまでまでまで 

                 5km 5km 5km 5km             受付受付受付受付 9999 時時時時 30303030 分分分分            出発式出発式出発式出発式 10101010 時時時時 00000000 分分分分            ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ 11111111 時時時時 00000000 分分分分までまでまでまで 

     参加費参加費参加費参加費    30km,20km,10km30km,20km,10km30km,20km,10km30km,20km,10km コースコースコースコース 中中中中学生以下無料学生以下無料学生以下無料学生以下無料 （記念品はありません） 

       事前事前事前事前    ：：：：（2日参加も 1 日参加も同額）一般一般一般一般    ２，０００２，０００２，０００２，０００円円円円、、、、ＪＷＡ正会員ＪＷＡ正会員ＪＷＡ正会員ＪＷＡ正会員・維持会員・維持会員・維持会員・維持会員    １，５００１，５００１，５００１，５００円円円円         

       当日当日当日当日    ：：：：（1日の参加費）  一般一般一般一般    １，２００１，２００１，２００１，２００円円円円（割引対象はありません）（割引対象はありません）（割引対象はありません）（割引対象はありません） 

参加費参加費参加費参加費    エンジョイエンジョイエンジョイエンジョイ 5km5km5km5km コースコースコースコース（1日の参加費） 中中中中学生以下無料学生以下無料学生以下無料学生以下無料 （記念品はありません） 

    当日当日当日当日    ：：：：（1日の参加費）  一般一般一般一般    ５００５００５００５００円円円円（割引対象はありません）（割引対象はありません）（割引対象はありません）（割引対象はありません）    

コースコースコースコース        ４月４月４月４月２９２９２９２９日（土）日（土）日（土）日（土）        ハナミズキコースハナミズキコースハナミズキコースハナミズキコース((((10,20,30km10,20,30km10,20,30km10,20,30km))))    エンジョイコースエンジョイコースエンジョイコースエンジョイコース((((5555kmkmkmkm)))) 

             ４４４４月月月月３０３０３０３０日（日）日（日）日（日）日（日）        サクラコースサクラコースサクラコースサクラコース        ((((10,20,30km10,20,30km10,20,30km10,20,30km) ) ) ) エンジョイコースエンジョイコースエンジョイコースエンジョイコース((((5555kmkmkmkm)))) 

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先：((((一社一社一社一社))))日本ウオーキング協会日本ウオーキング協会日本ウオーキング協会日本ウオーキング協会    ℡℡℡℡00003333----5256525652565256----7855   FAX7855   FAX7855   FAX7855   FAX00003333----5256525652565256----7856785678567856 

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５５５５弾弾弾弾        湘南湘南湘南湘南汐見台汐見台汐見台汐見台公園（♯１公園（♯１公園（♯１公園（♯１３３３３））））                                                                                        

                                                                                                                                        辻堂海浜公園辻堂海浜公園辻堂海浜公園辻堂海浜公園    （♯１４（♯１４（♯１４（♯１４））））    

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                     開催地開催地開催地開催地    藤沢市 

    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  湘南ふじさわウオーキング協会 

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５月年５月年５月年５月２１２１２１２１日（日日（日日（日日（日） 雨天雨天雨天雨天実施実施実施実施        ①①①①10km10km10km10km・②・②・②・②16km16km16km16km    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    神台公園▼（JR辻堂駅から４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 

     解散場所解散場所解散場所解散場所    ①①①①辻堂駅西口 １２：３０迄 ②②②②住吉神社（JR 茅ヶ崎駅へ２０分）１４：００迄    

     ココココ    ーーーー    スススス    神台公園→上村橋→親水広場→長久保公園→稲荷橋→海のちかみち→ 

        辻堂海浜公園→湘南汐見台公園→①①①①浜竹通り→辻堂駅西口①①①①ゴールゴールゴールゴール 

               →②汐見台地下道→ヘッドランド→サザン C→浜見平入口→住吉神社②ゴール②ゴール②ゴール②ゴール 

見どころ見どころ見どころ見どころ        辻堂海浜公園は藤沢市の南西に接し広々とした芝生を持つ約 20 ﾍｸﾀｰﾙの公園です。    

               園内は交通公園、ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌﾟｰﾙなど様々な施設があります。湘南汐見台公園はすぐ近く 

               に有る 1.9 ﾍｸﾀｰﾙの小さな公園です。野球場、うんどう遊園が有ります。 

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湘南ふじさわウオー湘南ふじさわウオー湘南ふじさわウオーキング協会キング協会キング協会キング協会                    ℡℡℡℡０４６６－２８０４６６－２８０４６６－２８０４６６－２８――――２０５２２０５２２０５２２０５２ 



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１８回 多摩川Ｇｏ！Ｇｏ！マーチ 』    

主催主催主催主催    川崎ウオーキング協会川崎ウオーキング協会川崎ウオーキング協会川崎ウオーキング協会            後援後援後援後援    川崎市・川崎川崎市・川崎川崎市・川崎川崎市・川崎レレレレクリエーション連盟クリエーション連盟クリエーション連盟クリエーション連盟 

開開開開    催催催催    日日日日  ２０１２０１２０１２０１７７７７年４月年４月年４月年４月    ２２２２日（日）日（日）日（日）日（日）        雨天実施雨天実施雨天実施雨天実施            ４０ｋｍ・２２ｋｍ・１３４０ｋｍ・２２ｋｍ・１３４０ｋｍ・２２ｋｍ・１３４０ｋｍ・２２ｋｍ・１３・８・８・８・８ｋｍｋｍｋｍｋｍ 

集合場所集合場所集合場所集合場所        二ヶ領せせらぎ館▼（二ヶ領せせらぎ館▼（二ヶ領せせらぎ館▼（二ヶ領せせらぎ館▼（JRJRJRJR 南武線・小田急南武線・小田急南武線・小田急南武線・小田急線線線線    登戸駅登戸駅登戸駅登戸駅    7777 分）分）分）分）         

参参参参    加加加加    料料料料        一律５００円（すべて当日申し込）一律５００円（すべて当日申し込）一律５００円（すべて当日申し込）一律５００円（すべて当日申し込）…………コースマップ、傷害保険、飲み物、参加記念品コースマップ、傷害保険、飲み物、参加記念品コースマップ、傷害保険、飲み物、参加記念品コースマップ、傷害保険、飲み物、参加記念品 

飲飲飲飲    料料料料    水水水水        ペットボトルなどペットボトルなどペットボトルなどペットボトルなど、、、、各自でご用意願います各自でご用意願います各自でご用意願います各自でご用意願います 

歩行形態歩行形態歩行形態歩行形態        出発式の後、二ヶ領せせらぎ館をスタート・ゴー出発式の後、二ヶ領せせらぎ館をスタート・ゴー出発式の後、二ヶ領せせらぎ館をスタート・ゴー出発式の後、二ヶ領せせらぎ館をスタート・ゴールとする自由歩行ルとする自由歩行ルとする自由歩行ルとする自由歩行 

      ココココ    ーーーー    スススス            多摩川原多摩川原多摩川原多摩川原橋～橋～橋～橋～ガスガスガスガス橋間で実施します橋間で実施します橋間で実施します橋間で実施します        お好きな橋を渡ってゴールしてくださいお好きな橋を渡ってゴールしてくださいお好きな橋を渡ってゴールしてくださいお好きな橋を渡ってゴールしてください 

 

                           東京側を遡る   

 

＊８ｋｍコースを新設しました＊８ｋｍコースを新設しました＊８ｋｍコースを新設しました＊８ｋｍコースを新設しました    

〔スタート・ゴール〕 

                                     ８㌔帰路 

 

 

    

 

No   コース 認定距離 受付時間 スタート時間 ゴール開設時間 

１ 多摩川原橋⇔ガス橋 ４０ｋｍ ７：００～７：４５ ７：１５～ ８：００ 

１２時～１５時迄 

厳守です！ 

２ 多摩水道橋⇔丸子橋 ２２ｋｍ ８：００～８：４５ ８：１５～ ９：００ 

３ 多摩水道橋⇔二子橋 １３ｋｍ 

９：００～９：４５ ９：１５～１０：００ 

４ せせらぎ館⇔東久地橋  ８ｋｍ 

 

         〔通過時間制限〕多摩水道橋チェックポイントには「通過時刻制限」があります 

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先：多摩川多摩川多摩川多摩川Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！Ｇｏ！    マーチ実行委員会マーチ実行委員会マーチ実行委員会マーチ実行委員会        ℡℡℡℡080080080080----3176317631763176----1540154015401540    ℡℡℡℡080080080080----5133513351335133----0815081508150815 

ＫＫＫＫWAWAWAWA パスポパスポパスポパスポーーーートシリーズ第７弾トシリーズ第７弾トシリーズ第７弾トシリーズ第７弾    「恩賜箱根公「恩賜箱根公「恩賜箱根公「恩賜箱根公園（♯１８）」園（♯１８）」園（♯１８）」園（♯１８）」    開催日開催日開催日開催日    変更変更変更変更 

        ８月２０日（日）８月２０日（日）８月２０日（日）８月２０日（日）    →→→→    ８月３０日（水）８月３０日（水）８月３０日（水）８月３０日（水）    8 月 20 日大箱根カントリークラブにて女子プロゴルフ大会開催のため    

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        # # # # 県立公園巡り県立公園巡り県立公園巡り県立公園巡り    ◎◎◎◎協会イベン協会イベン協会イベン協会イベントトトト 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    

     

２０２０２０２０１１１１７７７７年年年年        ５５５５月月月月     

     

01(月) ゆっくりウオーク フジロード         ：ふじさわ 20(土) 緑道③  初夏の生田緑地          ：川 崎 

02(火) 都筑の緑道の四季「春（つつじ）」     ：よこはま 21(日)    ＫＷＡパスポートシリーズ⑤ＫＷＡパスポートシリーズ⑤ＫＷＡパスポートシリーズ⑤ＫＷＡパスポートシリーズ⑤県立都市公園巡り 

03(水/祝) 相模川の鯉のぼり(★14-7)        ：相模原   湘南汐見台公園(♯13)・辻堂海浜公園(♯14) ：ふじさわ 

05(金/祝) 鈴川のこいのぼり                ：ひらつか 22(月) 横浜線沿線ウオーク③            ：相模原 

06(土) 七沢公園のシャクナゲ   花⑦       ：県  央 23(火) 歴史の道 浦賀道①（逗子～衣笠）     :ヨコスカ 

07(日) 多摩川１００㌔ W④ 24(水) 開成町探訪                         ：小田原    

      南多摩のクローバーロード        : 川 崎 25(木) 県立都市公園巡り➋    

09(火) �④等覚院のツツジ                ：相模原    座間谷戸山公園(♯22)・相模三川公園(♯23) ：県  央 

11(木) 金沢緑地フリーウオーク             ：よこはま 26(金) 矢倉沢往還①秦野→伊勢原           ：あつぎ 

12(金) 長峰の森と光綾公園                ：あつぎ 27(土) 緑道④ 新緑の多摩ニュータウン        ：川 崎 

13(土) ◎朝夷奈・名越切通を歩く           ：鎌 倉 27(土) ｲﾔｰﾗｳﾝﾄﾞｺｰｽ初夏の鎌倉巡り(大船発 4 ｺｰｽ)：鎌倉 

16(火) フラワーガーデンの薔薇             :小田原 28(日) 緑と花の散策⑤ 

17(水) 城山・光綾公園のバラ   花⑧       ：県  央                     全国都市緑化よこはまフェア応援 W  ：よこはま    
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