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普及部会から一言
むし暑いこの時期、体調管理にお気をつけください。水分不足により”ドロドロ”血液になり易くなります。
食品もサッパリした食べ物を食べたい時期ですがタンパク質不足の傾向になり、筋力が落ちる結果になります。
塩分を控えめにまんべんなく摂るように心がけ暑い夏を乗り切りましょう。

ＪＷＡ平成 28 年度定時社員総会開催される
平成２８年６月１７日（金）国立オリンピック記念青少年総合センター・東京・代々木にて開催されました。
総会出席代議員・全国６６人の所「出席４６名・委任状提出２０名」でした（総会成立）続いて「全国会長
会議」・「日本開国セブンハーバーズリーグ定時総会」がありました。
平成２８年度定時社員総会 主なる議案・内容 １．公益社団法人移行を目指すＪＷＡ経営基盤の確立
１．
２．２７年度決算・２８年度予算の承認
３．今年度からは「より積極的な活動・経営を目指す」
２．
３．
総会は順調に審議され終了しました。その後「団体・個人功績表彰式」が行なわれました。
ＫＷＡでは「清水俊夫・ＫＷＡ前会長。 一條満男・相模原市ＷＡ会長」両名が受賞されました。
おめでとうございます。 ご両氏・ＫＷＡ発展・ウオーキング普及のために今後益々のご活躍をお祈り
いたします。
（KWA・高田）
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『板橋のお
板橋のお地蔵
のお地蔵さんから
地蔵さんから魚市場
さんから魚市場』
魚市場』
２０１６年８
２０１６年８月２３
月２３日(火) 雨天決行

小田原市歩け
小田原市歩け歩けの会
けの会

１０km

団体歩行
団体歩行
城址公園銅門広場▼（ＪＲ東海道線・小田急小田原線 小田原駅 １０分）
８：５０～９：２０
出 発 式 ９：３０
＊ 解散後自由食
ＫＷＡ：２００円
他協会：３００円
一般：５００円
小田原駅（ＪＲ東海道線・小田急線）
１２：００頃
居神神社→宗福院板橋地蔵尊（大祭）→山根公園→小田原魚市場
「板橋のお地蔵さま」 と呼ばれ、毎年１月と８月の２３・２４日 板橋旧道の町並の
両側には１００店舗ほどの露店が軒を連ね、お参りで賑わいます。
この日に詣りすると亡くなった身内のひとと瓜二つの顔の人に会えると言われて
います。また 日々元気に歩ける事に感謝して、お参りをいたしましょう。
小田原魚市場到着後は、周辺の新鮮なお魚を召し上がるのも良いチャンスです

問合せ先:
問合せ先:

：

小田原市歩け歩けの会
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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・

８月のウオーキングガイド
参加費の無記入例会は、ＫＷＡ200
200 円・他協会 300 円・一般 500 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。 雨天時は集合場所が最寄り駅付近に変更の場合あり
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）

日・曜

大会名・距離・問い合わせ場所
横浜市
１２ｋｍ

８ /２
（火 ）

ミニナイトウオーク
横浜花火大会
よこはまウオーキング協会
℡045-290-1029 月・水・金１０～１６時
相模原市
１２km
早朝ｳｵｰｸ
早朝ｳｵｰｸ 相模原再発見ｳｵｰｸ

５
（金 ）

市立博物館・宇宙科学研究所
市立博物館・宇宙科学研究所見学
科学研究所見学

６
（土）

（先着 100 名様に粗品進呈）
相模原市ウォーキング協会
℡090-4134-5808
座間市
１０ｋ
１０ｋｍ
早朝ウオーク
栗原のひまわり 花⑩
県央ウォーキング協会
℡046-263-5154
鎌倉市
１０ｋｍ
１０ｋｍ
鎌倉ぼんぼりウオーク
鎌倉歩け歩け協会
℡090-2633-3715
横浜市
①③１１
①③１１ｋｍ②
１１ｋｍ②１８
ｋｍ②１８ｋｍ
１８ｋｍ

７
（日）

朝のウオーク〔２〕
都筑の緑道
川崎ウオーキング協会
℡044-856-6347
平塚市
１０ｋ
１０ｋｍ

９
（火 ）

早朝のひらつか
早朝のひらつか

１１
（木 ）

１７
（水 ）

ひらつかウオーキング協会
℡080-6527-1634
横浜市
１０ｋｍ
早朝ウオーク
水と緑の回廊Ｐ－５
[矢指市民の森]
矢指市民の森]
よこはまウオーキング協会
℡045-290-1029 月・水・金１０～１６時
藤沢市
１２ｋｍ
１２ｋｍ
湘南ふじさわの四季⑦
片瀬・鵠沼の夏
（途中から自由歩行）
湘南ふじさわウオーキング協会
℡0466-28-2052

集合・ゴール・参加費・コース・見どころ
集 合 反町公園▼（ＪＲ東神奈川駅/京急線仲木戸駅各５分）
受 付 １５：００～１５：３０
出発式 １５：４０
ゴール 山下公園（自由解散）１８：３０頃解散後各自で花火見物
コース フラワ－ロ－ド→紅葉坂→御所山公園→港の見える丘
公園☆リニュ－アルコ－ス、荒天時翌３日に順延、３日荒天時ウ
オ－クのみ、花火大会開催可否；神奈川新聞０４５-２２７-０７４４
集 合 相模大野中央公園▼（小田急線 相模大野駅 １０分）
受 付 ７：２０～７：５０ 出発式 ８：００ ＊昼食解散後
昼食解散後適宜
解散後適宜
ゴール 鹿沼公園（ＪＲ横浜線 淵野辺駅 ５分） １１：３０頃
コース 慰霊塔→木もれびの森中央広場→淵野辺公園→宇宙科学研究所
☆例年実施の「木もれびの森・散策」と、今年は「宇宙科学研究所」を
見学「はやぶさ」の模型の展示、売店では宇宙食が 5～６百円で販売

集 合 ふれあいの森親水広場▼(小田急・相鉄大和駅 １５分)
受 付 ７：２０～７：５０
出発式 ８：００
ゴール座間駅（小田急線）
１１：００頃
ゴール
コース 芹沢公園→栗原のひまわり会場→県立谷戸山公園
☆座間のひまわりは平成６年から遊休農地の荒廃化対策として
始められた。今年は最初に開花する栗原会場にしました
集 合 逗子・亀岡八幡宮▼（JR 逗子駅 ５分）
受 付 １４：２０～１４：５０
出発式 １５：００
ゴール 鶴岡八幡宮東門（JR 鎌倉駅１０分） １７：３０頃
コース 池子散策路→報国寺→大御堂橋 ☆鶴岡八幡宮夏越
祭に合わせた恒例のウオークです。この春から土・日曜日に限り
通過できる池子の森自然公園を取入れた初のコースです
集 合 市営地下鉄 センター北駅前広場▼
受 付 ７：３０～８：００
出発式 ８：００
ゴール ① 左回り（仲町台駅）９：３０～１０：４０②
② 左回り・右回り
１０：３０～１２：１５③
③右回り（都筑ふれあいの丘駅）９：３０～１０：４０
コース 左回り 牛久保公園→鴨池公園→川和富士公園ＣＰ→
仲町台駅ＣＰ→山田富士公園ＣＰ→センター北駅前
集 合 見附台公園▼ (JR 平塚駅西口 ６分)
受 付 ７：３０～８：００
出発式 ８：００
ゴール 平塚駅南口
１１：００頃
コース 要法寺→高久神社→なでしこ公園→湘南海岸公園
☆要法寺のハスが残っているとよいのですが、平塚南西部を周
遊したいと思います。朝のひと時を平塚市内でお楽しみください
集 合 鶴ヶ峰公園（相鉄線鶴ヶ峰駅５分） ※トイレは駅で
受 付 ７：５０～８：２０
出発式 ８：３０
ゴール三ツ境駅前（相鉄線）１１：３０頃※昼食は各自ゴ－ル後に
ゴール
コース ふるさと尾根道→都岡地区センタ－→矢指市民の森
☆木陰のふるさとの尾根道を通り矢指市民の森を散策します。
畑一面に咲く向日葵が皆さんを出迎えてくれるでしょう！
集 合 奥田公園▼（ＪＲ、小田急 藤沢駅南口 ７分）
受 付 ８：００～８：３０
出発式 ８：３０ ＊昼食不要
ゴール 皇大神宮（ＪＲ，小田急 藤沢駅２０分）１１：３０頃
コース 諏訪神社上社→下社→西浜公園→鵠沼伏見稲荷
☆皇大神宮の例大祭に合わせて片瀬・鵠沼の神社を訪問しま
す。皇大神宮では九基の”武者人形山車“が並び、迎えます

日・曜

大会名・距離・問い合わせ場所
座間市
１０ｋｍ

1８
（木 ）

早朝ウオーク・花シリーズ⑦
座間のひまわり
相模原市ウォーキング協会
℡090-4134-5808
横須賀市
１２km
１２km
浦賀みなと祭
浦賀みなと祭
（野比海岸―浦賀港）
（野比海岸―浦賀港）
【自由歩行】
ヨコスカ ウオーキング協会
℡046-842-6117
大和市
１０ｋ
１０ｋｍ

２０
（土 ）

２１
(日)

早朝の泉の森散策
県央ウォーキング協会
℡046-263-5154
小田原市
１０ｋ
１０ｋｍ

２３
（火）

２４
（水 ）

◎板橋の
お地蔵さんから魚市場
小田原市歩け歩けの会
℡090-9853-9620
横浜市
①１０ｋｍ②
ｋｍ②１３ｋｍ
早朝ウオーク
早朝ウオーク
都筑の緑道の四季「夏」
都筑の緑道の四季「夏」
～太陽と木陰と夏野菜～
よこはまウオーキング協会
℡045-290-1029 月・水・金１０～１６時
伊勢原市
１０ｋ
１０ｋｍ

２５
（木 ）

早朝ウオーク
花街道・百日紅
あつぎウォーキング協会
℡080-6814-7272(10:00～19:00)
鎌倉市
１２ｋｍ
１２ｋｍ

２７
(土)

サマーシリーズ④
いざ鎌倉へ
湘南ふじさわウオーキング協会
℡0466-28-2052
狛江市
１０ｋｍ

２８
（日 ）

朝のウオーク〔３〕
野川・仙川下流
川崎ウオーキング協会
℡090-1432-4128

集合・ゴール・参加費・コース・見どころ
集 合 松が枝公園（小田急相模原駅 １０分） ※トイレは駅で
受 付 ７：２０～７：５０
出発式 ８：００ ＊昼食解散後適宜
＊昼食解散後適宜
ゴール 座間駅前（小田急線）
１１：００頃
コース 新戸（信号）→新戸ｽﾎﾟｰﾂ広場横→座間ひまわり会場
☆座間市内数カ所で約 55 万本のヒマワリが咲き誇ります。近年、
市内はもとより、市外からも多くの方が ヒマワリを見に集まります
集 合 浅間神社▼（京急・津久井浜駅歩 1 分）
受 付 １５：３０～１６：００
出発式 １６：００
ゴール 船番所跡（花火会場）
１９：００まで
コース 野比海岸公園→ペリー公園→船番所跡（花火会場）
☆野比海岸に出ると海上航路の浦賀水道が目前です。
解散後、ゆっくり花火を楽しんでください（雨天花火中止）
集 合 やまと公園▼（小田急・相鉄線 大和駅 ５分）
受 付 ７：２０～７：５０
出発式 ８：００
ゴール 大和駅 （小田急・相鉄線）
１１：００頃
コース 中央７丁目市民の森→引地川→親水広場→泉の森
☆昨年好評だったおなじみのコースです。泉の森で自然のクー
ラーを浴び爽やかなウォーキングにしたいと思います
集 合 城址公園銅門広場▼（ＪＲ・小田急線 小田原駅１０分）
受 付 ８：５０～９：２０
出発式 ９：３０
ゴール 小田原駅（ＪＲ・小田急線）
１２：００頃
コース Ｐ-1 参照 ☆にぎわう大祭 板橋地蔵尊は先祖供養、多く
の参拝客が訪れ、参拝後は「おびんずるさん」に触れてお願い事
を・・・魚市場では、美味しいお魚をお好きなお店でゆっくり どうぞ
集 合 葛が谷公園▼（地下鉄都筑ふれあいの丘駅７分）
受 付 ７：５０～８：２０
出発式 ８：３０
ゴール①
②センタ－北駅前１２：
ゴール①北山田駅前（地下鉄）１１：３０頃②
３０頃 ※昼食は各自ゴ－ル後に コース 東方公園下→せせらぎ
公園→山田富士公園（①
①分岐）→牛久保公園 ☆逞しく育つ夏
野菜から元気を貰い、火照った体を木陰で癒しながらゴ－ルへ
集 合 金山公園▼(小田急線 伊勢原駅 ５分)
受 付 ７：５０～８：２０
出発式 ８：３０
ゴール 愛甲石田駅
１１：３０頃
コース 川上橋→伊勢原総合運動場→津古久峠→小野橋
→金地橋北側→宮前公園→愛甲石田駅(ゴール)
☆暑さに疲れた体を見事に延びた街道の百日紅の下を歩こう
集 合 奥田公園▼（ＪＲ、小田急 藤沢駅南口 ７分）
受 付 ７：３０～８：００
出発式 ８：００ ＊昼食不要
ゴール鎌倉海浜公園由比ガ浜地区（鎌倉駅へ１５分）１１：３０頃
ゴール
コース 片瀬中→西鎌倉小→鎌倉山→夫婦池公園→大仏トン
ネル→長谷 ☆片瀬山から相模湾の眺望、鎌倉山の山間に静
かにたたずむ夫婦池と桜が有名です。少々健脚向きです
集 合 二ヶ領せせらぎ館▼（ＪＲ南武線・小田急 登戸駅 ９分）
受 付 ７：３０～８：００
出発式 ８：００
ゴール 田園都市線・大井町線 二子玉川駅前 １１：３０
コース 水辺のみち→
→清水川緑地→喜多見緑道→次太夫堀公
園→六郷用水跡→丸子川→岡本公園→二子玉川駅
☆夏のウオークは水辺の風・木陰の涼風のみちが最高です！

マナー低下で参加者同士のトラブルと、住民とのトラブルが増えています

ひろがるな ウオーカーだけの

道じゃない

ＫＷＡパスポートシリーズ第７弾
県立都市公園巡りシリーズ

大磯城山公園（♯１５）
大磯城山公園（♯１５）
開催地 大磯町

主 催 ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会 主 管 ひらつかウオーキング協会 後 援 神奈川県
開 催 日
２０１６年９月１１日（日）
雨天決行 １０ｋｍ 自由歩行
２０１６年９月１１日（日
集合場所
二宮駅北口（ＪＲ東海道線）
出発式は、果樹公園 (生涯学習センター横)
受
付
８：５０～９：２０
出発式
９：３０
解散場所
大磯城山公園東門 １４：００まで（ＪＲ東海道線 大磯駅 約２ｋｍ）
☆大磯城山公園に西門より入門、公園内を自由散策、公園パンフレットに２ケ所のＣＰ押印、東門で解散
問合せ先 ：
ひらつか ウオーキング協会
℡ ０８０－６５２７－１６３４

第１8 回
開催日

城下町おだわらツーデーマーチ
２０１６
２０１６年１１月１９
年１１月１９日（土）・２
・２０日（日）

詳細：チラシ参照

雨天決行

受
付 ７時～１０時 コースにより異なります。
出 発 式 ７時４５分～１０時４５分(各コース毎) 〔スタート〕８時～１１時（各コース毎）
〔スタート〕
コ ー ス １８日(金) せっかくコース 10km 北原白秋ゆかりの地を巡る小田原城址周辺のコース
１９日(土) 小田原コース
6km ゆっくり歩こう憩いのファミリーコース
10km 偉人の足跡・まちなかコース
20km 川の風感じる富士見散策コース
30km 相模湾を見下ろす国府津・曽我山コース
箱根コース
20km 天下の嶮をいく旧街道箱根路コース
５００選 1414-10
２０日(日) 小田原コース
6km 歴史から遺跡めぐりコース
10km 戦国時代を偲ぶ小田原城総構コース
20km 太閤一夜城と潮騒の早川・片浦コース ５００選 1414-11
30km 二宮尊徳を訪ねる雄大な西部丘陵コース５００選
５００選 1414-11
真鶴・湯河原コース 20km 潮風薫る真鶴岬とみかん香る湯河原幕山コース
※スタート会場 「小田原コース」:小田原城址公園銅門広場、「箱根コース」:箱根苑地
「真鶴・湯河原コース」:真鶴町立真鶴中学校
※ゴール会場
すべて小田原城址公園銅門広場
参加申込
参加申込書に必要事項を記入のうえ申し込みください。
事前申込期間：９月１日（木）～１１月２日（水） 〔大会当日申込み可〕
参 加 費
事前申込：一般 1,500 円（10 人以上の団体 1,300 円/人）、小・中学生 100 円
当日申込：一般 2,000 円(団体申込なし)、小・中学生 100 円 せっかくコース 300 円
主
催： 小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町の１市３町及び同教育委員会、(一社)日本ウオーキング協会、
朝日新聞社
共
催： ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会

問合せ先:
問合せ先: 城下町おだわらツーデーマーチ実行委員会事務局
℡ 04650465-3838-1198 ホームページアドレス http://www.city.odawara.kanagawa.jp
ウオーキングカレンダー（
ウオーキングカレンダー（KWA＆各協会の例会予定）
KWA＆各協会の例会予定） ★500 選 神 5050- 神奈川５０
神奈川５０選
５０選 # 県立公園巡り ◎協会イベント
協会イベント

２０１６
９月
２０１６年
１６年
01(木) サマー⑤藤沢市第一号防災広場見学：ふじさわ
02(金) 相模原再発見Ｗ
地図を見て歩く市内公園巡り ：相模原
04(日) 早朝 大和十龍めぐり ①
：県 央
07(水) 朝のＷ④ 麻生川と川崎飛地
：川 崎
10(土) 水と緑の回廊Ｐ－６舞岡公園を訪ねる ：よこはま
11(日) ＫＷＡパスポートシリーズ⑦
ＫＷＡパスポートシリーズ⑦ 県立都市公園巡り
大磯城山公園(♯15)
：ひらつか
14(水) 小鮎川・荻野川里の道
：あつぎ
15(木) 鶴見川の散歩道 「中流編」
：よこはま
16(金) 横須賀 海の見える公園巡り
：ヨコスカ
17(土) KWA 委託➊茅ヶ崎里山公園(♯11) ：ふじさわ

➊県立公園巡りアンコール
県立公園巡りアンコール
18(日) 多摩川 100Ｗ② 青梅から是政橋まで ：川 崎
18(日) 相模川シリーズ⑦ 相模川と馬入川
：相模原
19(月/祝) 目久尻川の彼岸花 花⑪
：県 央
20(火) 酔芙蓉とリコリスといちじく
:小田原
21(水) ゆっくり W 小出川の彼岸花
：ふじさわ
22(木) 水と緑の回廊Ｐ－７
阿久和川リバーサイドウオーク
：よこはま
23(金) 日向薬師の彼岸花
：あつぎ
24(土) 和泉川を上る
：県 央
24(土) 鎌倉の生産緑地を歩く
：鎌 倉
25(日) いるか丘陵⑭ 三浦半島
：川 崎
28(水) わくわく SAKAWA リバ－ウオ－ク
:小田原

