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「緊急事態宣言」期間再々延長に伴う県協会の対応についてのご案内 

９月１２日迄神奈川県に発令中の「緊急事態宣言」が９月３０日迄再々延長されました。県協会では

すでにご案内の通り休止期間を９月３０日迄とします。詳細はホームページをご覧ください。又ご不

明な点は「各会問い合わせ先」にご連絡願います。尚休止期間中の駅案内は行いません。１０月１日

より再開予定ですが詳細はホームページ等に掲載します。又各会問い合わせ先等にお尋ねください。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

【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。 

○ 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。 

◇ 加盟団体主催ウォーク／かもめカード押印。 

【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) 

 

 

：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、５８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。 
○ 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。 
◇ 加盟団体主催ウォーク／かもめカード押印。 

【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３００円／当日受付５００円(誰でも参加できます) 

KANAGAWA WALKING 

かながわ歩け 
発行：ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会 〒231-0011 横浜市中区太田町４－４７コーワ太田町ビル７Ｆ 

TEL：０４５-６６１-８３８８ 神奈川歩け総合案内 受付時間：月～金 午前１０時～午後５時 

県協会ホームページ： h t t p s : / / k a n a g a w a a r u k e . j p  

10 
月号 

 

10 月２日(土)   
 
日産スタジアム・橫浜アリーナから篠原八幡神社の丘を菊名池 
へ歩く！       （昼食不要）  （マスク着用願います） 
【集 合】午前９時 新横浜駅前西広場 

（JR・地下鉄、新横浜駅３分） 
【コース】～日産スタジアム～橫浜アリーナ～篠原八幡神社～ 
       菊名池公園～妙蓮寺駅 
【解 散】午後０時３０分頃 妙蓮寺駅（東急東横線）  
【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） 
 

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 

 

  丘を越えて菊名池へ  

 

 

  

  道灌めぐり  
  

  

  初秋の海岸を歩く  
 

１０ｷﾛ 
 ９ｷﾛ 

 

10 月３日(日)    

 
コロナ禍中亀から鶴のおめでたい名前の八幡宮を尋ねコロナの 
収束を祈願します。   （昼食時間なし） （マスク着用願います） 

【集 合】午前９時３０分 亀ヶ岡八幡宮 

               （京浜急行 逗子・葉山駅２分 
【コース】亀ヶ岡八幡宮～逗子開成学園前～名越し切通～旧華頂邸 
   前～報告寺～フレンドリー～清泉小前～鶴岡八幡宮～鎌倉駅 
【解 散】午後０時１０分頃 JR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】  ０９０-１２６４-２５４１ （横須賀歩け 前川） 
 
 

 

 
横須賀歩け歩け協会 

 

亀ヶ岡八幡宮から鶴岡八幡宮  
 

鎌倉市 

９ｷﾛ 
２ｷﾛ 

港北区 

８ｷﾛ 
２ｷﾛ 

10 月１日(金）   
 
 アップダウンが少ない、初秋の海岸と公園を歩きます。       

 （マスク着用願います） （昼食場所の設定はしてません） 
【集 合】午前９時３０分 高砂綠地(ＪＲ 茅ヶ崎駅 ５分） 
【コース】高砂綠地～茅ヶ崎公園～柳島しおさい公園～須賀港 
     ～青柳児童公園～平塚駅         
【解 散】午後０時２０分頃 平塚駅（ＪＲ東海道線） 
【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】 ０９０-８９４７－９２１７ （神奈川県歩け 栗原） 
 

 

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会 
主管：かまくら歴史ウォークの会 

 
10 月３日(日)   

 
江戸城築城で有名な太田道灌は主君上杉定正によって伊勢原で 
暗殺されました。道灌の菩提寺等を巡ります。道灌祭りは中止と 
なりました。（昼食時間なし） （マスク着用願います） 
【集 合】午前９時  金山公園（小田急線伊勢原駅５分） 
【コース】～大慈寺～道灌首塚～洞昌院洞塚～七人の塚 
     ～坂戸交差点～伊勢大神宮～         
【解 散】午後０時１５分頃 伊勢原駅（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】 ０９０-５３１２－０１３５ （厚木歩け 大田） 

後援；厚木市歩け歩け議員連盟 
厚木歩け歩け協会 

 

伊勢原市 
茅ヶ崎市 
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10 月7日(木)・８日(金）  

【中 止】 
 

１０月１６日（土）市境の尾根・北鎌倉を歩く  
【集合】午前９時 本郷台駅前公園 【解散】 北鎌倉駅前 

【コース】本郷台駅前公園～いっしんどう広場～橫浜自然観察センタ

ー～天園～北鎌倉  （マスク着用願います） 
【参加費】会員２００円 他会員３００円 一般５００円（どなたでも参加ＯＫ 
【問い合わせ先】 （淸水）TEL/FAX０４５-８９２-４５７５ 
 
 
 

 
さかえ歩け歩けの会 

 

 
 

 

帷子川を上流へ  
 

 

  初秋の”大和ウォ ｰｷﾝｸﾞﾛｰﾄ ﾞ  
 

 

  橫浜の山の手から臨海部を歩く  １１ｷﾛ 

秋の橫浜・根岸～  
      港の公園巡り

 

 

  鶴見川流域の古代社会  
 

８キロ 

 

 

 真福寺川源流域から河口へ  
 

７ｷﾛ １４キロ 

10 月６日(水)  
 
初秋の橫浜山の手の掃部山公園・野毛山公園を歩き臨海部に 
降りて海を眺めながら食事、山の手と臨海部を歩きます。 
【集 合】午前９時３０分 高島町交番前広場 

（マスク着用願います）  （市営地下鉄 高島町駅 ３分） 
【コース】～掃部山公園～野毛山公園～橫浜公園～臨港パーク 
       （昼食）～高島水際線公園～     
【解 散】午後１時頃  高島水際線公園（横浜駅東口１５分）    
【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） 

 
 

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 

 

10 月６日(水)   
 
港橫浜の秋、さわやかな風を受け根岸森林公園から本牧山頂公
園を経て港の見える丘公園で昼食、午後は。「生き生き」では、珍し
い街中（元町）を楽しみ山下公園を通過し、桜木町駅まで、学生時
代にかえって一日を堪能！   （マスク着用願います） 
【集 合】午前８時３０分 ＪＲ根岸駅（根岸線） 
【コース】～根岸森林公園～山の手エリア～港の見える丘公園 
     ～外人墓地～元町～山下公園～汽車道～   
【解 散】午後２時３０分頃 ＪＲ桜木町駅（ＪＲ根岸線） 
【参加費】 会員３００円 一般５００円   
       雨具 弁当 飲料水など、スニーカーでどうぞ 
【問い合わせ先】 ０９０-４６６４-２３０４ 星野 
 

10 月８日(金)   
 
市ヶ尾を中心に古代の古墳・住居跡を訪ねる！ 
             （昼食不要）  （マスク着用願います） 
【集 合】午前９時３０分 市ヶ尾第四公園  トイレなし 

（東急田園都市線 市ヶ尾駅 ５分） 
【コース】～市ヶ尾遺跡公園～稲荷前古墳群～祥泉寺～ 
       みたけ台公園古墳跡～青葉台公園～青葉台駅 
【解 散】午後０時３０分頃 青葉台駅（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） 
 
 
 

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 

 

生き生きウォーキング 
自然探索の会 

 

10 月７日(木） 
 
秋の風を感じ横浜駅から帷子川上流へと歩きます。岡野公園から 
の帷子川はカモが見えたり穏やかな流れの中社宮司公園からは 
水道道を歩きます。 （昼食時間なし） （マスク着用願います） 
【集 合】午前９時３０分 橫浜そごう２階風の広場）  
     （ＪＲ・京急・東横・相鉄・ＭＭ・地下鉄、橫浜営東口５分）            
【コース】～岡野公園～社宮司公園～川辺公園～星川中央公園～ 

【解 散】午後０時１０分頃 上星川駅（相鉄線） 
【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】 ０９０-２４５０-０６７８ （いずみ歩け 吉田） 
 

 

 
いずみ歩け歩けの会 

 

大和市 西 区 

10 月５日(火） 
初秋、爽やかなこの時季”｛大和ウォｰｷﾝｸﾞﾛｰﾄﾞを境川に沿って歩き
ます。    集合場所にトイレありません （マスク着用願います）                 
【集 合】午前９時３０分 松ヶ枝公園 

（小田急線小田急相模原駅南口４分）             
【コース】～東林公民館～つきみ野学習ｾﾝﾀｰ～下鶴間ｺﾐｭﾆﾃｲｾﾝ

ﾀｰ～深見歴史の森（境川へ）～瀬谷本郷公園（昼食）～
大和ｼﾘｳｽ前～ 

【解 散】午後１時２０分頃 大和駅（小田急江ノ島線・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】 ０９０- ５３１２-０１３５ （神奈川県歩け 大田） 

 

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会 
主管：厚木歩け歩け協会 

 

10 月５日(火) 
  
【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） 

 

  

健康ウォーキング教室  
           １０６-① 
 

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 
 

西 区 青葉区 

麻生区 中 区 

１１キロ 8 ｷﾛ 

10 月９日(土)   
 
緑の自然豊かな麻生の多摩丘陵と真福寺川の源流域から河口 
を訪れます。 （昼食時間設定無し）   （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） 
      新百合ヶ丘駅南口広場（小田急線・多摩線） 
【コース】山口白山公園～鶴亀松公園～真福寺川～麻生不動院 
   ～水車橋（合流点）～恩廻公園～あさおふれあい広場～駅 
【解 散】午前１１時３０分頃 柿生駅（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】 ０９０-１１１３-３０９９ （神奈川県歩け 山崎） 
 
 

 

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 
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10 月13 日(水）  
 
源頼朝が大苦戦した石橋山古戦場と北條氏の小田原城を攻め落とす 
ため豊臣秀吉が築いた石垣山一夜城など「ツワモノ共が夢の跡」を訪 
ねます。 （マスク着用願います）     
【集 合】午前９時３０分 ＪＲ根府川駅前広場（ＪＲ東海道線） 
【コース】～牧谷川橋～米神水源地～石橋山古戦場（佐奈田霊社 
     ～入の沢橋～石垣山一夜城（昼食）～ＪＲ早川駅 
【解 散】午後２時３０分頃 ＪＲ早川駅（ＪＲ東海道線） 
【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） 
 

 
西湘歩け歩け協会 

 

 

佐奈田霊社から一夜城へ

 

 秋の装い三川河畔歩き  
 

 

 

 

ウォーキング ｽｸｰﾙ 46-Ａ  ６ｷﾛ 

都市公園と神社コース  
      

 

 

 相模國準四国八十八ヶ所めぐり⑧  

  

１０キロ 

 

 

   都筑の丘から江川緑道へ  

 
１１ｷﾛ １２キロ 

10 月10 日(日)  
 
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】歩きの効果（歩くのは、何がそんなに良いの？） 
【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 本厚木駅 １２時３０分頃 

【問い合わせ先】 ０８０-５５４０-９９７８ （神奈川県歩け 一ノ瀬） 

 

 

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 
 

10 月10 日(日)   
 
散策度を抜けた山頂では穏やかな斜面に広がる芝生広場や遠く 
富士山を眺め、碧く輝く相模湾には伊豆大島、遠くに伊豆、三浦 
房総半島を見られる吾妻山公園を通り、師長の国の一宮でした 
川勾神社参拝し、海の潮風に当たりながら二宮駅に着く。 
【集 合】午前９時２０分 二宮駅    （マスク着用願います） 

※帰路 二宮駅からＪＲ利用 
【コース】吾妻山公園～葛川散策道～川勾神社～一里塚～二宮駅 
【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 
 

10 月15 日(金)   
 
初秋の青空の下、８回目の巡礼です、いよいよ準四国八十八ヶ所 
中心部へ入り巡礼を行います。   （マスク着用願います） 
【集 合】午前９時３０分 神台公園（ＪＲ東海道線 辻堂駅５分） 
【コース】神台公園～藤澤霊園～宝積寺～農業ふれあい館～ 
      西光寺～長福寺～広徳寺～千手院～代官町大師堂～ 
      ＪＲ辻堂駅    昼食場所は設定していません。 
【解 散】午後０時１５分頃 ＪＲ辻堂駅（ＪＲ東海道線） 
【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】 ０９０-８９４７-９２１７ （かまくら歴史 栗原） 
 
 
 

 
かまｋら歴史ウォークの会 

 
箱根町歩く会 

 

10 月11 日(月） 
 
藤沢市と綾瀬市を流れる三つ川（引地川・蓼川・比留川）の河畔を 
巡り深まりゆく秋の景色を楽しみます。  （マスク着用願います）     
【集 合】午前９時３０分 円行公園 

（小田急、相鉄、地下鉄、湘南台駅７分） 
【コース】～六会橋～綾南公園～取内橋際交差点～浅間橋～ 
     光綾公園（昼食）～桃並交差点～東柏ケ谷公園～ 
【解 散】午後１時４０分頃 さがみ野駅（相鉄線） 
【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） 
 
 

 

 
さがみはら歩け歩けの会 

 

綾瀬市 

10 月９日(土)･14日(木） 
※明治期の政財界人・文人たちが愛した大磯を巡る  
【集 合】午前９時～９時２０分  ＪＲ大磯駅 改札口  
【コース】地福寺～旧藤村邸～明治記念大磯庭園～旧吉田茂邸 etc 

【解 散】午後１２時半頃 旧吉田茂邸（大磯、平塚方面バス停３分 
                       （マスク着用願います） 
【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） 
 

NPO法人東海道 
    ウォークガイド

の会 

10 月10 日(日) 
  
山手の二つのトンネルと山頂公園をめぐり中華街へ。解散後、 
「双十節」の獅子舞や龍舞などイベントをお楽しみください。 

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 橫浜公園 関内駅（根岸線・地下鉄） 
【コース】～山手トンネル～国大附属小～山頂公園荒井の丘～ 
       どんぐりの丘～大島小～見晴らしトンネル～ 
【解 散】正午頃 山下公園～中華街・・・関内駅（ＪＲ・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】 ０９０-１２６１-１７３１ （神奈川県歩け 羽田） 

 
 

 

中区ふれあいウォーク  

 

中 区 

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 

 

厚木市 藤沢市 

都筑区 二宮町 

１２キロ 

小田原市 

１２キロ 

10 月16 日(土)   
 
秋景色に染まる江川緑道や鶴見川の畔を散策。湾岸線と東名を 
繋ぐ橫浜環状北線の二階構造やトラス橋の雄大さを感じて見よう。   
【集 合】午前９時 すきっぷ広場 センター南駅（橫浜地下鉄）             
【コース】～茅ヶ崎公園～JA橫浜～東方町第二公園～江川緑道 
     ～川向しものや公園（昼食）～鶴見川～日産スタジアム～ 
【解 散】午後１時頃３０分頃 新横浜駅前公園・・新横浜駅 
      （マスク着用願います）     （橫浜線・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】 ０９０-３５９５-６９２８ （みどりウォーク 仲田） 

 
 

 

 
みどりウォーキングクラブ 

 

３ 
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10 月21 日(木)   
  
元米軍石油基地の返還地に「小柴自然公園」の一部が開園しました 
将来４ブロックが整備されると拡大な公園が誕生するそうです。 
【集 合】午前９時３０分 文庫ふれあい広場 （マスク着用願います） 

金沢文庫駅５分/京浜急行線             
【コース】～海の公園～八景島～金沢緑道～小柴自然公園（昼食） 
       野口記念館～長浜公園・汽水湖～東富岡公園～ 
【解 散】午後１時頃３０分頃 下の浜公園・・京急富岡駅/京浜急行） 
【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】 ０９０-３５９５-６９２８ （みどりウォーク 仲田） 
 

 
 

 
みどりウォーキングクラブ 

 

 

 小柴自然公園と野口記念館  
 

10 月17 日(日) 
※明治８８期の政財界人・文人たちが愛した大磯を巡る  
【集 合】午前９時～９時２０分  ＪＲ大磯駅 改札口  
【コース】地福寺～旧藤村邸～明治記念大磯庭園～旧吉田茂邸 etc 
【解 散】午後１２時半頃 旧吉田茂邸（大磯、平塚方面バス停３分 
                       （マスク着用願います） 
【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） 
 

 
 

約６キロ 

NPO法人東海道 
    ウォークガイドの会 

 

10 月20 日(水)   
 
札所めぐりの新シリーズ（５回）の始まりです。ゆっくりと歩き参拝 
ご朱印は扱いません。（マスク着用願います）  

昼食場所の設定は行いません。  
【集 合】午前９時３０分 八坂神社（ＪＲ横須賀線、江ノ電 鎌倉駅） 
【コース】八坂神社～宝戒寺～瑞泉寺～杉本寺～光蝕寺～ 
     二階堂運動広場～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） 

 
 
 

 

 鎌倉の二十四地蔵尊めぐり①  １０ｷﾛ 
７  

 
かまくら歴史ウォークの会 

 

１０キロ 

10 月17 日(日)   
 
秋の青空にはバラの花が良く似合う、引地川東岸から日本大学 
生物資源科学部のローズガーデンを訪ねます。 （昼食時間なし） 
【集 合】午前９時 円行公園   （マスク着用願います）     

（相鉄線・小田急線・市営地下鉄、湘南台駅７分） 
【コース】～馬渡橋～天神公園～日大バラ園（見学）～善行中学校 
     ～藤沢乗馬クラブ～椎名谷公園～          
【解 散】午前１１時４５分頃 善行駅（小田急江ノ島線） 
【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】 ０８０-１３７３-６５５２ （神奈川県歩け 堀沢） 
 

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会 
主管：いずみ歩け歩けの会 

 

 

  日大のバラ園  
 

藤沢市 

８キロ 

 

実りの秋・茅ヶ崎（湘南）  
      の里山を歩く
  

茅ヶ崎市 

14 キロ 

金沢区 

鎌倉市 

 

 

 

 丹沢の麓「塔の山綠地公園」            

 

   秋の生田散策ととんもり谷戸  

 

１０ｷﾛ  ９ｷﾛ 

10 月19 日(火)    

 
【イタリア山庭園コース】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 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） 
 
 

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 
 

健康ウォーキング教室  
          １０６-② 
 

中 区 

６ｷﾛ 

10 月17 日(日)  
ゴルフ場の横から赤羽根山の丘陵を抜けると実りの秋の田園風景が広がる。 
【集 合】午前８時３０分 茅ヶ崎中央公園（ＪＲ茅ヶ崎駅北口５分） 
【コース】～中央公園～浄見寺～里山公園～市民の森～湘南テラスモール   
【解 散】午後２時３０分頃 JR辻堂駅 （マスク着用願います） 
 
◇１０月２４日（日） ◇「鎌倉の三方の尾根をぐるっと」 健脚コース 
【集 合】午前８時３０分 JR逗子駅（亀岡八幡宮脇広場）１８ｷﾛ 
【コース】～やまなみルート～天園～大仏切通～鎌倉山～極楽寺～ 
【参加費】 会員３００円 一般５００円  （マスク着用願います） 
【解 散】午後４時頃 JR鎌倉駅   （今日のコース凄いです）   
       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 
 
 

生き生きウォーキング 
自然探索の会 

 

10 月17 日(日）   
 
谷戸と湧水と緑の里山、バラと木々の香が心を癒して楽しめる 
ウォークです。    （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 溝の口駅デッキ広場 

            （ＪＲ南武・東急田園都市線） 
【コース】下作延中央公園～上之橋～東高根森林公園～堰下橋 
     ～生田水生観察域～バラ苑又生田緑地～駅 
【解 散】午後１時頃 向ヶ丘遊園駅又バラ苑の場合＆ 
              生田緑地 午前１１時３０分頃 

 【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】  ０９０-８８３２-３４０３ （かわさき歩け 斉藤） 

 
 

 
かわさき歩け歩け運動連合会 

 10 月19 日(火）   
 
クヌギやコナラなどの雑木林が赤く染まる中、鳥や山野草を観察 
して歩きましょう。展望広場からは東京・橫浜方面の大パノラマが  
広がります。（昼食時間なし）   （マスク着用願います） 
【集 合】午前９時３０分 鶴巻温泉駅北口駅前広場 

                （小田急線 鶴巻温泉駅２分） 
【コース】～坪ノ内交差点～塔の山パークセンター～東京農大～ 
       鈴川公園～千津ふれあい公園～ 
【解 散】午０時３０分頃 伊勢原駅（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） 

 
 
 

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会 
主管：厚木歩け歩け協会 

 

伊勢原市 高津区 
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10 月31 日(日)   
  
外国人居留地の面影を残してる９棟のハロウｲンを楽しむ！             

（マスク着用願います）   （昼食不要） 
【集 合】午前９時 橫浜公園噴水広場 
            （ＪＲ・市営地下鉄 関内駅５分）                       
【コース】～山手イタリア山庭園～山手公園～元町公園～港の 
       見える丘公園～アメリカ山公園～元町中華街駅      
【解 散】午後０時３０分頃 元町中華街駅（みなとみらい線） 
【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） 

 
 
 

橫浜歩け歩け運動連合会 

 

  橫浜山手西洋館ハロウ ｲン  

10 月26 日(火) 
 
夢見が崎公園では動物とのふれあいを楽しみ、二ヶ領用水の 
遊歩道では川音を聞きながら歩きましょう。 
      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 協生館広場 日吉駅（東横線・地下鉄） 
【コース】～慶應義塾大キャンパス～矢上川～夢見が崎公園～ 
      新川崎ふれあい公園～中原平和公園～武蔵小杉駅 
【解 散】正午頃 武蔵小杉駅（南武線・東横線）             
【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】 ０９０-５３３３-２９４３ （神奈川県歩け 石橋） 
     
 

 

港北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：みどりウォーキングクラブ 

 

10 月29 日(金)   
 
紅葉には早いですが市民の森には秋の気配が色濃く漂っていま
す。瀬谷、上川井、追分、矢指、隣り合う４つの森に季節の変化を
尋ねます。     （マスク着用願います）  （昼食時間なし） 
【集 合】午前９時３０分 瀬谷駅北口公園（相鉄線、瀬谷駅３分） 
【コース】～瀬谷みはらし公園～上川井市民の森～追分の森～ 
     矢指の森～旭大橋下～西部病院入口～楽老南公園～          
【解 散】午後０時２０分頃 三ツ境駅（相模鉄道） 
【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） 
 

 

 

  秋探し市民の森  ８ｷﾛ 
７  

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会 
主管：いずみ歩け歩けの会 

７キロ 

10 月24 日(日)   
 
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】靴の選定と履き方 (正しく選んで履けてますか？) 
【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 海老名駅 １２時３０分頃 

【問い合わせ先】 ０８０-５５４０-９９７８ （神奈川県歩け 一ノ瀬） 
 

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 
 

 

ウォーキングｽｸｰﾙ 46-Ｂ  
 

 

 

秋の荻窪用水散策
  

小田原市 

７キロ 

中 区 港北区 

旭 区 

 

 

    

  買い物ウォーク  
 

 

 

欧風都市公園と芸術の秋  
 

８ｷﾛ  ８ｷﾛ 

7 ｷﾛ 

10 月27 日(水)    

 
横須賀水道半原水源地跡を眺め収穫の秋を迎えた服部牧場から 
宮ヶ瀬湖畔へ辿り紅葉の季節を楽しみます（マスク着用願いす） 
【集 合】午前９時３０分 半原バス停（小田急本厚木駅バス乗り場①５０分 
半原行８：００。２０、４０、発宮ヶ瀬ダムハイキングパス推奨・小田急各駅発売            
【コース】～愛川大橋～服部牧場～鳥居原ふれあいの館（昼食）～ 
       虹の大橋～ 
【解 散】午後１時５分頃 宮ヶ瀬バス停（神奈中バスにて小田急本厚木駅             
【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） 
 
 

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 

 

 

紅葉の宮ヶ瀬湖畔を訪ねて  

清川村 

１１ｷﾛ 
厚木市 

10 月25 日(月) 
  
江戸時代、水不足で水田の少なかった荻窪村新田開発のため 
小田原藩により造られ現在も箱根湯本～荻窪間を流れ「疎水百選」 
に認定の荻窪用水を訪ねます。  （昼食時間は摂りません）       
【集 合】午前１０時 鈴広かまぼこ店前広場 
         （箱根登山鉄道、小田原駅より７分風祭駅下車１分） 
【コース】～万松院～山縣水道水源地～板橋用水取水口～    

硝煙蔵堰取水口～水車小屋～めだかの学校 
【解 散】午後１時頃 ＪＲ小田原駅   （マスク着用願います）  
【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】 ０９０-３３４１-７５７４ （西湘歩け 北野） 

            

 

 
西湘歩け歩け協会 

10 月22 日(金）   
 

フランス風庭園の秋を訪ね園内に点在する芸術作品群を眺めて 
楽しみます。正午頃終了予定にて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 大野中央公園（小田急相模大野駅７分） 
【コース】～御園２丁目緑道入口～相模原公園～水道みち緑道～ 
       下中丸第二公園～ 
【解 散】午後０時１０分頃 原当麻駅（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） 

 

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 

 
10 月27 日(水)   
 
橫浜テクノセンター周辺のお菓子屋やその他の直売店を巡り、 
お買い物を楽しみましょう。最初の長峰製茶以降ゴールまでは 
自由歩行とします。    （マスク着用願います） 
【集 合】午前９時３０分 長浜・花夢スポーツ広場 
                   （京急線 能見台駅 ６分） 
【コース】～長浜スポーツセンター～長峰製茶（ここから自由歩行～ 
     紅谷～味楽（テクノセンター）～文明堂～ウイッシュボン～ 
     南部フーズ～梅蘭～    昼食時間の設定は有りません 
【ゴール・流れ解散】正午頃 称名寺（京急線 金沢文庫駅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】 ０８０-１２６４-２４８３ （かなざわ歩け 森） 

 

 
かなざわ歩け歩けの会 

 

金沢区 相模原市南区 

５ 
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かもめカード完歩者名簿  2021 年 令和３年８月 

 
石原秀和（横浜市旭区、19304km/1680 回）安室美智子（藤沢市、5997km/480回）稲垣昭子（綾瀬市、3369km/330回）（敬称省略） 
 
 

健康ウォーキング指導者養成講座 

受講者募集 
 

開催日時：2021 年１１月２６日（金） 

９時３０分～１６時３０分 

開催場所：波止場会館 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前の部 9:30～12:00 （ウォーキングの基礎） 

 オリエンテーション 

 健康ウォーキングの基本 

 健康ウォーキングの実技 

 ウォーキングイベントの実施要領 

午後の部 13:00～16:30 （体力づくりの基礎） 

 健康寿命と栄養 

 体力づくり 

 トレーニングの基礎 

 トレーニングの実技 
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【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。 

○ 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。 

◇ 加盟団体主催ウォーク／かもめカード押印。 

【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) 

 

 

：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) 

《会場へのアクセスはこちら》 

横浜市中区海岸通 1-1（045-201-3842） 

講座の内容 申し込み方法 

当協会は、当協会が主催するウォーキング活動でスタッフとして活躍する人材を育成するために”健康ウォーキ

ング指導者養成講座”を開催します。 

この機会に、ウォーキングの基礎知識や体力づくりに興味がある方、 

また、ウォーキングを通してボランティアとして社会貢献を目指す方、 

この講座に参加してみませんか。 

□定 員：３０名（先着順） 

□参 加 費：1,000円（会場にて納入） 

□申し込み：住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上 

ハガキで下記に送付してください。 

□送 り 先：〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 

かながわ県民活動サポートセンター９階 レターケース 29 

NPO法人 神奈川県歩け歩け協会 

□締め切り：11月４日必着 

□問い合わせ先：かもめウォーキングアカデミー 

仲田（090-3595-6928） 

《パンフレットはこちら》 

皆様❣ 筋力トレーニングをしましょう！ No.2 ①手は前に伸ばします。 

②体を前傾させず、立ち上がり

ます。 

まっすぐ立ち上がることを意

識しましょう。 

④体を前傾せずに、椅子にゆっ

くり座ります。 

☆１０回×３～５セット行い

ます。  

膝はつま先

より出ない 

③ 
③ 

④ ② ① 

太もも・お尻の筋トレ① 

なお、不測の事態により中止することもあります。 

http://www.y-port-kousei.or.jp/kaigisitsu/hatoba/access.html
https://kanagawaaruke.jp/wp-content/uploads/2021/09/B122-D0002_1.pdf
http://www.y-port-kousei.or.jp/kaigisitsu/hatoba/access.html
https://kanagawaaruke.jp/wp-content/uploads/2021/09/B122-D0002_1.pdf

