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東京２０２０大会

６月 26 日（土）(６キロ)

江の島内のヨットセーリング会場を歩くコースです。
（マスク着用願います） （昼食不要）（団体歩行）
【集 合】午前１０時 西浜公園（小田急線、片瀬江ノ島駅７分）
【コース】西浜公園～龍口寺信号～江ノ島～
江ノ島ヨットハーバー～オリンピック記念公園～北綠地
【解散】正午頃 北綠地（小田急線・片瀬江ノ島駅７分）
【参加費】主催

神奈川県歩け歩け協会・東京都ウォーキング協会 会員３００円
上記以外の協会・一般 ５００円

主催 NPO 法人神奈川県歩け歩け協会
NPO 法人東京都ウォーキング協会
【問い合わせ先】 ０９０-８９４７-９２１７

（神奈川県歩け 栗原）

新型コロナウイルスの感染拡大によりこの企画が中止またはコース変更になる場合
があります。その際には その旨神奈川県歩け歩け協会ホームページに掲載しま
すので確認をお願いします。https://kanagawaaruke.jp
【参加費の案内について】 次のように案内しているものは、取り扱いが以下のとおりとなります。
〇マーク：主催団体一般 ／ 会員２００円／他協会員３００円／一般５００円 (誰でも参加できます)
◎マーク：県協会主管一般／ 県協会正会員及び登録会員証提示２００円／他協会会員証提示
３００円／当日受付５００円(誰でも参加できます)
【マークの説明】 □の中は、６０カ所市町村区スタンプ押印。
◎ 県協会主催ウォーク ／かもめカード、企画別カード､JVA カード
（教室、スクール、健保連、距離５キロ未満の場合を除く）押印。
：県協会主管一般
… 県協会正会員及び登録会員証提示２００円／他協会会員証提示３００円／当日受付５０
○ 加盟団体主催ウォーク／かもめカード、企画別カード、JVA
カードの押印。
０円
◇(誰でも参加できます)
加盟団体主催ウォーク／かもめカード押印。

202１年６月号

ＮＰＯ法人 神奈川県歩け歩け協会
厚木市

厚木南部ボランティア花壇巡り

６月１日(火)

１０ｷﾛ

後援：厚木市歩け歩け議員連盟
厚木歩け歩け協会

厚木南部地区町内主催のボランティア花壇を鑑賞しながら、
相模川・恩曽川の河川沿い遊歩道を歩きます。（昼食時間なし）
＊解散式で厚木歩け完歩表彰、厚木歩け歩け協会の総会を
行います。（マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 厚木公園（小田急線本厚木駅北口２分）
【コース】厚木公園～旭スポーツ広場～酒井スポーツ広場～新宿橋
～南町フラワーロード～あさひ公園（解散式）
【解 散】午後０時３０分頃 本厚木駅（小田急線）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０８０-３１７４-０８１９ （厚木歩け 齋藤）

健康ウオーキング教室
１０４- ①

藤沢市

俣野の里山とトマト園

６月３日(木)

いずみ歩け歩けの会

新しい装いのサンパール広場から翠ヶ丘公園を経て東俣野の里山を
訪ねます。俣野のトマト園に立ち寄る総会ウォークです。
【集 合】午前９時３０分 サンパール広場 （マスク着用願います）
（ＪＲ東海道線・小田急線・江ノ電。藤沢駅１分）
【コース】～翠ヶ丘公園～俣野別邸庭園～石井トマト園～東俣野中央
公園～境川遊水地（昼食・総会）～湘南台公園～
【解 散】午後１時４５分頃 湘南台駅（相鉄線・小田急線・地下鉄）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-２４５０-０６７８ （いずみ歩け 吉田）

鎌倉市

中 区

６キロ

６月１日(火)

後援:神奈川県議会歩け議員連盟
ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管:かもめウォーｷﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ
【野毛山公園コース】ウォーキングを始める前に歩き方などを学び
ましょう。４回シリーズで歩きの基本を身につけます。また、ベテ
ランの方も大歓迎、自分の歩きを再チェックしましょう。
※当日受付、誰でも参加できます。 （マスク着用願います）
【講座】①筋トレの基本②ストレッチの基本③靴の選定④持久力測定
【集合】午前９時３０分橫浜公園内（スタジアム横）（ＪＲ関内駅３分）
【参加費】 ５００円 小雨決行 弁当持参
【解 散】 JR 線 桜木町駅 午後２時３０分頃予定
【問い合わせ先】 ０９０-１５３４-６４０１ （神奈川県歩け 土居）

イワタバコに会いに行く

６月４日(金)

６月２日(水)

８キロ

かなざわ歩け歩けの会

金沢区の山の手のゆるやかなアップダウンのある坂道を楽しみながら
歩こう
（マスク着用願います） （昼食の設定はありません）
【集 合】午前９時３０分 金沢文庫ふれあい広場
（京急本線 金沢文庫駅３分）
【コース】～不動池～金沢動物園入口～釜利谷小川アメニテｲ～
【解 散】正午頃 金沢文庫ふれあい広場（京急本線金沢文庫駅）
※解散後かなざわ歩け歩けの会の総会を開催します。
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０８０-１２６４-２４８３（かなざわ歩け 森）

鎌倉・散在が池に咲く
イワタバコ

緑が濃くなった街中と。名越切通しから尾根道を歩き、群生して
いる可憐な「イワタバコ」を観賞しましょう。（マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 亀岡八幡宮
（昼食場所の設定なし）
（ＪＲ逗子駅５分・京急逗子葉山駅２分）
【コース】八幡宮～第二逗子幼稚園～名越切通し～大切岸～
こどもの森～本覚寺～鎌倉駅
【解 散】午後０時２０分頃 鎌倉駅（JR 横須賀線、江ノ電）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-８９４７-９２１７（かまくら歴史 栗原）

葉山町

６月２日(水)

生き生きウォーキング
自然探索の会

鎌倉の森は色濃くなり緑陰の尾根路は爽やかで心地よい。
梅雨前の夏日には苔むした岩壁に紫のイワタバコが可愛らしい。
【集 合】午前８時３０分 ＪＲ北鎌倉駅 （マスク着用願います）
【コース】～六国見山～荒井沢綠地～散在が池～西御門～
鎌倉八幡宮
【解 散】午後２時頃 ＪＲ鎌倉駅（ＪＲ横須賀線・江ノ電）
【参加費】 会員３００円 一般５００円
山歩きに適した靴 雨具 弁当 飲料水など
【問い合わせ先】 ０９０-４６６４-２３０４ 星野

2

西浦賀道（その３）

６月５日(土)

８キロ
横須賀歩け歩け協会
横須賀歩け歩け協会

コロナ禍の中逗子から花の木公園経由し滝の坂までのウォーク
です。（マスク着用願います）（検温・手洗い励行で歩きをしましょう。
【集 合】午前９時３０分 亀ヶ岡八幡宮
（京浜急行逗子葉山駅北改札３分・ＪＲ横須賀線逗子駅７分）
【コース】亀ヶ岡八幡宮～新宿会館前～葉山マリーナ～葉山元町
～花の木公園～滝の坂
【解 散】正午頃 滝の坂バス停（京急バス逗子駅又はＪＲ衣笠駅）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-１２６４-２５４１ （横須賀歩け 前川）

麻生区

鎌倉市

１３キロ

１０キロ

かまくら歴史ウォークの会

金沢区

金沢区の山の手を歩く

１１ｷﾛ

緑豊かな自然道を歩く

６月５日(土)

９ｷﾛ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：かわさき歩け歩け運動連合

町田市と川崎市の境で景観よく富士山も市街地も望める森林浴も
楽しめます。
（マスク着用願います）
【集 合】午前９時（受付時間８時３０分より）新百合ヶ丘駅
（小田急線駅南口広場）
【コース】～隠れ谷公園～平尾中央道～平尾近隣公園～鳶谷池公園
～栗木緑道～尾根道～鶴川台緑地～片平公園～駅
（昼食時間設定無し解散後公園で可能）
【解 散】正午頃 五月台駅 （小田急多摩線）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-１１１３-３０９９ （神奈川県歩け 山崎）

2021 年６月号

ＮＰＯ法人 神奈川県歩け歩け協会
戸塚区

初級コース

鎌倉

朝比奈切通し

６月５日(土)

雨天中止

ｓtc 湘南トレキングクラブ

【集合・出発】 京浜急行 金沢文庫駅 谷津公園 午前９時
【参加費】 会員 無料 ・ 一般５００円（レクリエーション保険付き）
【持ち物】弁当,飲料水,雨具,手袋,その他軽食,防寒具
（マスク着用願います） （靴はﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ）
【予定ｺｰｽ】金沢文庫駅→谷津公園→草舞台公園→朝比奈切通
し→熊野神社→こども自然ふれあい公園→旧華頂邸→報国寺
→鎌倉駅
歩行距離 １３km 解散１４：３０頃
【問い合わせ先】 電話・ＦＡＸ ０４４-８５５-９３９０
携帯０９０-２４９７-９００８ （湘南ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ 会本）

◯青空と緑の自然ふれあいウォーク ０３-③

大岡川沿いの文芸と歴史を歩く

６月６日(日)

中 区

総会ウォーク 文学・音楽・伝統芸術等歴史ゆかりの地を巡る
（マスク着用願います）
（昼食不要）
【集 合】午前９時 大通り公園石の広場
（ＪＲ・地下鉄 関内駅５分）
【コース】～福富町西公園～よこはま橋商店街入口～日枝神社
～蒔田公園～南太田駅
【解 散】午後０時３０分頃 南太田駅（京急線）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-５３０９-１４８６ （橫浜歩け連合 大菊）

６月６日(日)

こども植物園では咲き誇る花々、珍しい木々や草花など観賞した
後、旧東海道の一里塚跡や本陣跡など昔を偲びながら歩きます。
【集 合】午前９時３０分 東戸塚駅（ＪＲ横須賀線）
【コース】東戸塚駅～こども植物園～児童遊園地～一里塚跡～
本陣跡～保土ヶ谷駅
（マスク着用願います）
【解 散】正午頃 保土ヶ谷駅（ＪＲ横須賀線）（昼食時間は摂りません）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-１２６１-１７３１ （神奈川県歩け 羽田）

大文字と外輪山コース

箱根町

１０キロ

６月 10 日(木)

箱根町歩く会

（マスク着用願います）
強羅駅から宮城野橋を通り、大文字焼きの大は星形を表したもの等、
明星が岳へ向う。戦勝祈願と体力増強を小学生が名前を書いて小石
を運んだ塔の峰へ、皇女和の宮をお祀りする紫陽花の阿弥陀寺は、
木食遊行僧禅誓上人が開いた山寺を通り湯本駅。
【集 合】午前９時２０分 強羅駅 ※帰路 湯本駅から電車利用
【コース】宮城野～明星が岳～塔の峰～阿弥陀寺～湯本駅
【参加費】５００円（箱根町歩く会へ初参加の方は別に５００円：バッジ、会員

当日問い合わせ：１，TEL0460-85-6788 ２，音声メッセージにて
自動的に流れます。３，掛けられる時間は、前日の午後５時から
当日午前９時迄です。問い合わせ先 事務局０４６０-８５-６７８８

１３ｷﾛ

あ じ さ い と 花 菖 蒲 と 総 会 ウ ォ ー ク９・１２キロ

開成町

６月８日(火)

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：みどりウオーキングクラブ

相模原市南区

西湘歩け歩け協会

開成あじさい開花”魅力再発見

８キロ

南足柄市

大雄山最乗寺参道のあじさいを鑑賞し、古木・巨木の杉並木
参道の自然を楽しみ奥の院まで足を伸ばします。
【集 合】午前９時３０分 大雄山駅前広場
（マスク着用願います） （伊豆箱根鉄道大雄山線）
【コース】～県立足柄ふれあいの村～あじさい参道～大雄山
最乗寺（昼食）～奥の院～天狗の小径～仁王門～大雄山駅
【解 散】午後２時４０分頃 大雄山駅（伊豆箱根鉄道大雄山線）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０８０-５６５４-１５９０ （西湘歩け 門ノ沢）

“

６月９日(水)

７ｷﾛ

橫浜歩け歩け運動連合会

大雄山最乗寺参道のあじさい

戸塚区ふれあいウォーク

８キロ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：厚木歩け歩け協会

開成あじさいは今年も見事に開花、虹色満開の”あじさい”の
魅力を再発見しながら楽しく歩きます。
（昼食時間なし） （マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 中丸児童公園
（小田急線新松田駅・ＪＲ御殿場線松田駅１０分）
【コース】～十文字橋（酒匂川へ）～あじさい公園（あじさいの里）
解散式～吉田神社～十文字橋（酒匂川）～
【解 散】午前１１時５０分分頃 新松田駅（小田急線）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０- ５３１２-０１３５ （神奈川県歩け 大田）

６月 12 日(土)

さがみはら歩け歩けの会

木もれびの森から麻溝公園のあじさい約２００種類７,４００株を眺め相
模原公園では約１２０種類２万６千株の花菖蒲を楽しみます。
【集 合】午前９時３０分 相模大野中央公園 （マスク着用願います）
（小田急相模大野駅７分）
【コース】～若松小交差点～木もれびの森～麻溝公園（昼食）～①相
模原公園・水無月園～下中丸第二公園～
【解 散】午後１時５０分頃 ②原当麻駅（ＪＲ相模線）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-４６１１－４９８２ （さがみはら歩け 榎本）

栄区瀬上沢のゲンジホタル
を観て歩く

６月 12 日(土)

小雨決行

１０キロ

さかえ歩け歩けの会

【集 合】 JR 本郷台駅前 午後６時 （夜間）
（マスク着用願います）
【解 散】 ＪＲ本郷台駅及び港南台駅 午後９時頃
【参加費】会員２００円 他会員３００円 一般５００円（どなたでも）
【コース】 本郷台駅前→瀬上沢→本郷台駅前
（帰りは港南台駅前も案内）
◆瀬上沢の源氏ホタルを見て歩きます。昨年はコロナで中止
【問い合わせ先】 （淸水）TEL/FAX０４５-８９２-４５７５
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2021 年６月号

ＮＰＯ法人 神奈川県歩け歩け協会

健康ウォーキング教室
１０４-②

５.５km

6 月12 日(土)･17 日(木）

NPO 法人東海道
ウォークガイド
の会

※戸塚宿の史跡と文学碑を味わい、大坂をのぼり、富士の眺望を
楽しむ。 （マスク着用願います）
【集 合】午前９時～９時３０分 ＪＲ横須賀線 戸塚駅階上改札西口
【コース】清源院～本陣跡～冨塚八幡宮～お軽勘平碑 etc
【解 散】大運寺前 最終組は 12 時４５分頃予定（大運寺前バス停
からＪＲ戸塚駅までバス便多数。ＪＲ藤沢・大船駅へも便あり）
【参加費】一般７００円・中高生３００円（予約制）
【申込み】参加日・氏名・ふりがな・住所・電話番号を明記し
【メール】ｒｅ＠ｔｏｋａｉｄｏ-ｗｇ.ｃｏｍ＜ＨＰ＞ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔｏｋａｉｄｏ-ｗｇ.ｃｏｍ

【ＦＡＸ】０５０-５８６５-０６６２（コンビニからはセブンイレブンのみ）
【はがき】〒２１０-００２５ 川崎市川崎区下並木 １１-５-１-９０６
東海道ウォークガイドの会 宛
【問い合わせ先】 ０９０-４０２０-３４０７ （野田）

６月 15 日(火)

中 区

６ｷﾛ

後援:神奈川県議会歩け議員連盟
ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管:かもめｳォｰｷﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ

【本牧山頂公園コース】ウォーキングを始める前に歩き方などを学
びましょう。４回シリーズで歩きの基本を身につけます。また、ベ
テランの方も大歓迎、自分の歩きを再チェックしましょう。
※当日受付、誰でも参加できます。 （マスク着用願います）
【講座】①効率の良い歩行②時速の感覚と計算③筋トレの基本動作
【集合】午前９時３０分橫浜公園内（スタジアム横）（ＪＲ関内駅３分）
【参加費】 ５００円 小雨決行 弁当持参
【解 散】 JＲ線 橫浜駅 午後２時３０分頃予定
【問い合わせ先】 ０９０-１５３４-６４０１ （神奈川県歩け 土居）

秦野市

中 区

橫 浜 港 ｼﾝﾎﾞﾙﾀﾜｰへ Ｇ Ｏ Ｇ Ｏ !!

６月 13 日(日)

７・１３キロ

かわさき歩け歩け運動連合会

橫浜港に出入りする船舶の安全運航のタワーと広大な緑地・憩い
と展望良き公園を散策します。 （雨天の場合午前中）
【集 合】午前９時（受付時間８時３０分より）橫浜公園噴水広場
（マスク着用願います）（ＪＲ根岸・市営地下鉄ﾌﾞﾙｰ関内駅５分）
【コース】橫浜公園～山下公園～本牧橋～本牧海つり公園～シン
ボルタワー（昼食）～いずみ公園～見晴らし公園～駅
【解 散】午後１時４０分頃 元町・中華街駅
（マスク着用願います） （高速鉄道みなと線）と一次解散はタワー）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-１１１３-３０９９ （かわさき歩け 山崎）

７ｷﾛ

善波川の紫陽花散歩道

６月 16 日(水)

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：いずみ歩け歩けの会

平塚、秦野、伊勢原の三市が隣接する田園風景の中を歩くコース
です。大山や富士・箱根の山々が望めます。（マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 鶴巻温泉駅前広場（小田急 鶴巻温泉駅）
【コース】～谷戸岡公園～出口橋～紫陽花散歩道表示板～矢茂井橋
～善波川・大根川合流～おおね公園～東海大学前駅入口～
【解 散】正午頃 東海大学前駅（小田急線） （昼食時間ナシ）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-２４５０-０６７８ （神奈川県歩け 吉田）

小田原市

厚木市

ウ オ ー キ ン グ ｽｸｰﾙ 44-Ａ

６月 13

日(日)

７キロ

後援:厚木市議会歩け議員連盟
ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管:かもめｳォｰｷﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ

毎回歩けに関する基礎知識と楽しいウオーキング（６～８㌔程度）を
行います。これからウォーキングを始めたい方やご自身の歩き方を
再チェックしたい方大歓迎です。※当日受付、誰でも参加できます。
【講座】歩幅と歩行速度（自分の歩行力を知ろう！）
【集合】午前９時 厚木公園-通称：はとぽっぽ公園
（小田急本厚木駅３分） （マスク着用願います）
【参加費】５００円 小雨決行・昼食は不要
【解散】小田急線 愛甲石田駅 １２時３０分頃
【問い合わせ先】 ０８０-５５４０-９９７８ （神奈川県歩け 一ノ瀬）

葉山で棚田！自然を満喫・
三が岡

６月 13

６月 17 日(木)

１６キロ

日(日)

６月２０日（日） 三浦アルプスの尾根を堪能「健脚コース」
【集 合】午前８時３０分 ＪＲ東逗子（解散ＪＲ逗子） １６キロ
【参加費】 会員３００円 一般５００円
山歩きに適した靴 雨具 弁当 飲料水など
【問い合わせ先】 ０９０-４６６４-２３０４ 星野

１２ｷﾛ
７

西湘歩け歩け協会

「森と水の公園」で心を癒し「総世寺」では市天然記念物のカヤの大木
を見物し四季を通じて花が楽しめる「フラワーガーデン」で昼食です。
【集 合】午前９時３０分 小田急線 富水駅前広場（トイレは駅で）
【コース】～森と水の公園～総世寺～小田原フラワーガーデン（昼食）
諏訪の原公園～空中遊歩道～飯田岡駅
【解 散】午後２時３０分頃 大雄山線飯田岡駅
（マスク着用願います） （小田原駅へ乗車時間１０分）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-３３４１-７５７４ （西湘歩け 北野）

相模原市緑区

葉山町

生き生きウォーキング
自然探索の会
逗子から歩き、田植え後の棚田を堪能。２０００年には、新嘗祭で
五穀米を献上。緑濃い奥葉山の自然を一日、楽しみます。
【集 合】午前８時３０分 ＪＲ逗子駅 （亀岡八幡宮脇広場）
【コース】～大山ハイキングコース～観音塚～棚 田～湘南国際村
～水源地～三が岡～
（マスク着用願います）
【解 散】午後３時３０分頃 ＪＲ逗子駅

4

小田原フラワーガーデン

甲州古道から芸術の道へ

６月 18 日(金)

８・１４ｷﾛ
７

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：さがみはら歩け歩けの会

初夏の陽射しを浴びて甲州古道から芸術の道へ辿り、数多なアート作
品を眺めて楽しんで歩きます。
（マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 相模湖ふれあいパーク
（ＪＲ中央本線 相模湖駅１分）
【コース】～相模湖公園～甲州古道～勝瀬橋～日蓮グラウンド（昼食）
～①藤野小下～芸術の道～葛原神社境内～弁天橋～
【解 散】午後２時１０分頃 ②藤野駅（ＪＲ中央本線）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-４６１１-４９８２ （神奈川県歩け 榎本）

2021 年６月号

ＮＰＯ法人 神奈川県歩け歩け協会
港南区

春の名残りの公園巡り

６月 19 日(土)

７ｷﾛ
キロ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：かなざわ歩け歩けの会

港南区と磯子区の公園を渡り歩きます。距離は短いですがアップ
ダウンと階段の多いコースです。夏に向かって、体力増強のために
頑張って歩きましょう。（マスク着用願います）（昼食の設定無し）
【集 合】午前９時３０分 港南ふれあい公園
（橫浜市営地下鉄 港南中央駅５分）
【コース】～久良岐公園～岡村公園～大谷戸公園～
【解 散】午前１１時１５分頃 大谷戸公園
（上大岡駅 京急線・市営地下鉄）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０８０-１２６４-２４８３ （神奈川県歩け 森）

港北区

松の川緑道を散歩

６月 20 日(日)

９ｷﾛ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：橫浜歩け歩け運動連合会

市民のオアシス、雑草と自然の宝庫の散策から橘の道を歩く。
【集 合】午前９時 協生館前広場
（マスク着用願います）
（東急東横線・地下鉄 日吉駅５分）
【コース】～４丁目公園～蓮花寺～能満寺～影向寺～川崎市民
プラザ～姿見台公園～梶が谷駅 （昼食不要）
【解 散】午後０時３０分頃 梶が谷駅（東急田園都市線）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-５３０９-１４８６ （神奈川県歩け 大菊）

初級コース

景信山

雨天中止

６月 23 日(水)

ｓtc 湘南トレキングクラブ

【集合・出発】 ＪＲ・高尾駅北口 午前８時１０分
小仏行きバス ９：１１（乗り場２） 混雑が予想されます８：３０には
バス停に並ぶこと。
（マスク着用願います）
【参加費】 会員 無料 ・ 一般５００円 （レクリエーション保険付
【持ち物】弁当,飲料水,雨具,手袋,その他軽食,防寒具
（靴はﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ）

【予定ｺｰｽ】高尾駅→小仏バス停→小下沢分岐→景信山→小仏峠
→城山→高尾山→高尾山口駅（京王線）
歩行距離１５ｋｍ
【問い合わせ先】 電話・ＦＡＸ ０４４-８５５-９３９０ 解散１５：００頃
携帯０９０-２４９７-９００８ （湘南ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ 会本）

都筑区

梅雨の谷間の公園ウォーク

６月 24 日(木)

８キロ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：かなざわ歩け歩けの会

梅雨の谷間に都筑区の公園緑道を巡り歩こう。
（マスク着用願います） （昼食の設定有りません）
【集 合】午前９時３０分 山崎公園（橫浜市営地下鉄 中川駅７分）
【コース】～葛が谷公園～茅ヶ崎公園～なのはな公園～
【解 散】午前１１時４０分頃 センター南駅（橫浜市営地下鉄）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０８０-１２６４-２４８３ （神奈川県歩け 森）

鎌倉市

花の極楽寺坂切通し

５．５ｋｍ

６月 20 日(日)

NPO 法人東海道
ウォークガイドの会

※戸塚宿の史跡と文学碑を味わい、大坂をのぼり、富士の眺望を
楽しむ。 （マスク着用願います）
【集 合】午前９時～９時３０分 ＪＲ横須賀線 戸塚駅階上改札西口
【コース】清源院～本陣跡～冨塚八幡宮～お軽勘平碑 etc
【解 散】大運寺前 最終組は 12 時４５分頃予定（大運寺前バス停
からＪＲ戸塚駅までバス便多数。ＪＲ藤沢・大船駅へも便あり）
【参加費】一般７００円・中高生３００円（予約制）
【申込み】参加日・氏名・ふりがな・住所・電話番号を明記し
【メール】ｒｅ＠ｔｏｋａｉｄｏ-ｗｇ.ｃｏｍ＜ＨＰ＞ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔｏｋａｉｄｏ-ｗｇ.ｃｏｍ

【ＦＡＸ】０５０-５８６５-０６６２（コンビニからはセブンイレブンのみ）
【はがき】〒２１０-００２５ 川崎市川崎区下並木 １１-５-１-９０６
東海道ウォークガイドの会 宛
【問い合わせ先】 ０９０-４０２０-３４０７ （野田）

６月 25 日(金)

かまくら歴史ウォークの会

江ノ電沿いと海岸沿いから切通しを歩き、紫陽花を観賞しましょう
（昼食場所は設定しません） （マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 藤沢観光案内所下広場
（小田急 片瀬江ノ島駅３分）
【コース】広場～鎌倉高校駅～稲村ケ崎公園～極楽寺坂切通し
～御霊神社～鎌倉海浜公園～鎌倉駅西口
【解 散】午後０時１５分頃 鎌倉駅（JR 横須賀線、江ノ電）
【参加費】 主催団体一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-８９４７-９２１７（かまくら歴史 栗原）

藤沢市

相模原市緑区

あじさい観賞・歩こう

６月 23 日(水)

８キロ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：さがみはら歩け歩けの会

相模原市北公園が誇る、和洋合わせ２００種・１万株のあじさいを
観賞します。特に白い絨毯のアナベル（北米原産）が狙いです。
午前中に終了します昼食時間は設けません（マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 橋本公園（ＪＲ橫浜線・京王線橋本駅１０分
【コース】～北公園～塚場交差点～横山丘陵～横山公園～
【解 散】午後０時１５分頃 上溝駅（ＪＲ相模線）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０-４６１１-４９８２ （神奈川県歩け 榎本）

１０キロ

６キロ

⑤江ノ島会場コース

６月 26 日(土)

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
ＮＰＯ法人東京都ウォーキング協会

藤沢東部と江ノ島島内のヨットセーリング会場を歩くコースです。
（マスク着用願います） （昼食不要） （団体歩行）
【集 合】午前１０時 西浜公園（小田急線、片瀬江ノ島駅７分）
【コース】西浜公園～龍口寺信号～江ノ島～江ノ島ヨットハーバー～
オリンピック記念公園～北綠地
【解 散】正午頃 北綠地（小田急線・片瀬江ノ島駅７分）
【参加費】神奈川県歩け歩け会・東京都ウォーキング協会
会員３００円
上記以外の協会・一般 ５００円
【問い合わせ先】 ０９０-８９４７-９２１７ （神奈川県歩け 栗原）
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2021 年６月号

ＮＰＯ法人 神奈川県歩け歩け協会
秦野市

泉 区

命をつなぐ和泉川

６月 27 日(日)

１０キロ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：いずみ歩け歩けの会

和泉川の水辺や川沿いではシロサギ、カモ、川鵜達が、命をつない
でいます。遊水地は境川だけではなく下飯田遊水地、今田遊水地
の３つです。 （昼食時間なし） （マスク着用願います）
【集 合】午前９時 弥生台駅前公園（相鉄線、弥生台駅１分）
【コース】～富士見塚～地蔵原の水辺～和泉川親水広場～赤坂橋
～境川遊水地公園～湘南台公園～
【解 散】午後０時１５分頃 湘南台駅（相鉄線・小田急線・地下鉄）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０８０-１３７３-６５５２ (神奈川県歩け 堀沢)

ヒカリモと秦野の湧水

６月 29 日(火)

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：厚木歩け歩け協会

全国の水グルメから美味しい水に認定された秦野の湧水、その
おくりもの黄金色に見える「ヒカリモ」の自生地にも立ち寄ります。
（昼食時間なし） （マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 おおがみ公園（小田急線 秦野駅２分）
【コース】～弘法の淸水～ほたる公園～今泉名水桜公園～まいまい
の泉～小藤川湧水～白笹稲荷神社（ヒカリモ）～出雲大社
～今泉あらい湧水公園～
【解 散】午後０時２０分頃 秦野駅（小田急線）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０９０- ５３１２-０１３５ （神奈川県歩け 大田）

座間市

ウ オ ー キ ン グ ｽｸｰﾙ 44-Ｂ

６月 27 日(日)

８キロ

後援:厚木市議会歩け議員連盟
ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管:かもめウォーｷﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ

毎回歩けに関する基礎知識と楽しいウォーキング（６～８㌔程度）を
行います。これからウォーキングを始めたい方やご自身の歩き方を
再チェックしたい方大歓迎です。※当日受付、誰でも参加できます
【講座】心拍数と運動強度（脈拍を測って運動強度を知ろう）
【集合】午前９時 厚木公園-通称：はとぽっぽ公園
（小田急本厚木駅３分） （マスク着用願います）
【参加費】 ５００円 小雨決行・昼食は不要
【解散】 小田急線 座閒駅 １２時３０分頃
【問い合わせ先】 ０８０-５５４０-９９７８ （神奈川県歩け 一ノ瀬）

神奈川全市区町村完歩者名簿
202１ 年 令 和 ３ 年 １ 月 ～ ４ 月

かもめカード完歩者名簿

８ｷﾛ

旭 区

旭区ふれあいウォーク

６月 30 日(水)

８キロ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：みどりウォーキングクラブ

帷子川の治水対策で警戒水位を越えた流水を橫浜港に放出する
「帷子川分水路」隧道の入口を通り、陣が下渓谷では林のﾅかを歩
きます。 （昼食時間は摂りません） （マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 鶴ヶ峰公園（相鉄線 鶴ヶ峰駅）
【コース】鶴ヶ峰公園～帷子川親水公園～帷子川分水路～
椚谷公園～陣が下渓谷～上星川駅
【解 散】正午頃 上星川駅（相鉄線）
【参加費】 県協会主管一般 １ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】 ０８０-５１７９-８３８７ （神奈川県歩け 飯塚）

鈴木
江川

誠次様（横浜市港北区）
和子様（横浜市磯子区）

2021 年 令和３年１月～４月

原 栄子(厚木市、37520km/3060 回）原 義和(厚木市,36752km/2955 回）星川悠紀子(横浜市磯子区、32367km/2580 回）
大村勝躬(横浜市泉区、29521km/2140 回）東城 充(横浜市栄区、27638km/2210 回）長谷川明彦(相模原市南区、23362km/1770 回）
山本好美(横浜市金沢区、22959km/1805 回）今野隆二(横浜市瀬谷区、22563km/1815 回）谷 利昭(横浜市戸塚区、20865km/1710 回)
清野米子(綾瀬市、19549km/1515 回）髙橋光慶(横浜市磯子区、18941km/1590 回）石原秀和(横浜市旭区、18746km/1620 回)
川尻千恵子(海老名市、18737km/1590 回) 岩田宣枝(平塚市、16998km/1425 回) 皆川慶二郎(横浜市栄区、16069km/1380 回)
渡部末吉(秦野市、16021km/1275 回) 芝田誠二(横浜市旭区、15692km/1260 回) 上条明子(座間市、15130km/1320 回)
菅原時子(厚木市、14567km/1260 回) 松田義久(横須賀市、12459km/1050 回) 海老沼修一(横浜市金沢区、11563km/980 回)
浅冨淑彦(横浜市港北区、11477km/990 回) 兒玉仙三(横浜市金沢区、10979km/945 回) 影山義男(横浜市南区、10343km/900 回)
内田和代(横浜市栄区、9856km/840 回) 内田博朗(横浜市栄区、9854km/780 回) 小林 茂(大和市、9524km/840 回)
伊東尚起(横浜市港南区、7856km/720 回) 藤松 薫(相模原市中央区、7571km/630 回) 福島 裕(横浜市神奈川区、7111km/600 回)
堀金公雄(相模原市緑区、6603km/540 回) 渕上康彦(厚木市、5223km/450 回) 本多文子(川崎市川崎区、4293km/360 回)
江川和子(横浜市磯子区、3561km/330 回) 稲垣昭子(綾瀬市、2824km/270 回) 山本勝保（横浜市港南区、2387km/210 回）
髙本眞千子(横浜市瀬谷区、2004km/585 回) 園倉勝江(横浜市都筑区、1489km/120 回)
（敬称省略）

故ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会 川瀬 尚前会長 追悼文
悲しいお知らせです。 川瀬 尚前会長が２０２０年１２月１６日にお亡くなりになりました。
川瀬前会長は、２００６年に神奈川県歩け歩け協会に入られ事務対応しながら、県西部地区･県立公園･山なみ５湖シリ
ーズ等を担当していただきと共に、バスハイクの東海道･中山道も前半企画にも下見にも積極的に参加に参加して頂きまし
た。
また、かまくら歴史ウォーク会の初代会長として地域の歩け歩け運動に邁進していただきました。
女優の石毛良枝さんのトレッキングのエッセイの出稿の為、雑誌社より依頼があり、同行して頂きました。
そして、東海道４００年記念ウォークに文教大学女子学生の企画で、沼津から東京まで連続でウォークの指導にあたる
など、神奈川県歩け歩け協会の企画以外にも積極的に指導いただきました。そのような活動の中で、NPO 法人神奈川県歩
け歩け協会初代勝俣秀男氏から２０１５年(２０１５年年８月)～２０１７年(２０１７年７月)会長を引き継ぎでいただまし
たが、その後体調不良で会長職を辞退することになりました。川瀬前会長は、温厚で女性会員には特に人気がありまし
た。
そのような中で、昨年１１月に容態が急に悪くなり入院加療を続けられました。そして、１２月初めにリハビリの為施
設に転院されて「自宅に近くになった」と喜んでいたそうですが、容態が急変し２０２０年１２月１６日に逝去されまし
た。 川瀬前会長には神奈川県歩け歩け協会の立ち上げからその指導に当たられて感謝しております。
合掌
なお葬式や告別式は故人の遺志により家族葬で行ったとのことです。
２０２１年４月２３日 NPO 法人神奈川県歩け歩け協会 会長 前川吉和
６

