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新型コロナ感染を注意しながら日常生活と歩きを楽しみましょう
新型コロナウイルスの新規感染者数が全国的に減少傾向にあるようです。神奈川県も随分少なくな
り病床使用率なども４０％台に下がってきているようです。これからインフルエンザの季節にもな
ります、又油断すると８度目の感染拡大になりかねません。引き続き日常生活においてもマスクの
使用など基本的な感染対策をとりながら元気に過ごしたいものです。これから歩きにはベストシー
ズンの到来です、友達などお誘い合わせのうえ楽しい歩きにご参加下さい。
◎神奈川の鉄道シリーズ〔小田急線

野津田のばら～四季彩の杜・西園

11 月１日(火)

後援：厚木市議会歩け歩け議員連盟
厚木歩け歩け協会

野津田公園内”ばら広場”を散策し、七国山緑地を歩き、薬師池四
季彩の杜西園エリア（直売所あり）でワクワクしませんか？（集合場所
トイレ無し。駅北口改札前を利用して下さい）（マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分岡上けやき公園（小田急鶴川駅北口 7 分）
【コ ー ス】 ～住吉橋（鶴見川）～鶴川市民センター～大蔵橋～参道
橋～野津田車庫 BS～野津田公園ばら広場～丸山橋～
ふるさと農具館（北園）～薬師池四季彩の杜（西園）9 キロ
（昼食）～金井なかよし児童公園～
【解 散】 午後１時３０分頃 玉川学園前駅（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）

健康ウォーキング教室

中 区

１１２－③

11 月１日(火)

◎県立公園ﾁｬﾚﾝｼﾞ〔湘南海岸・辻堂海浜公園〕

麻生区

９ ・ 12 ｷﾛ

６ ｷﾛ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管:かもめ

【清水ヶ丘公園コース】風が涼しくなり歩き易い季節になりました。自
分に合った運動強度を知り、無理せず楽しく歩いて健康な体つくりを

※当日受付、どなたでも参加できます。 （マスク着用願います）
【講 座】①歩く事の必要性と効果②心拍数と運動量③服装と持ち物
【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横須賀線 保土ケ谷駅 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）

湘南海岸公園・辻堂海浜公園・浮世絵館
ﾛ

11 月２日(水)

藤沢市

１０ｷ

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

初冬の湘南海岸で隣接する公園を歩きましょう。
（マスク着用願います） （昼食場所は設定していません）
【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２分）
【コ ー ス】 広場～湘南海岸公園～辻堂海浜公園～浮世絵館～
辻堂駅
【解 散】 正午頃 辻堂駅（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）

◇第１７回１万メートル
プロムナードウォーク(自由歩行)

11 月３日(木・祝)

横須賀市

１ ０ ｷﾛ

主催：横須賀体育協会
協力：横須賀歩け歩け協会

横須賀１００周年から体育協会が開催し。横須賀歩け歩け協会が協
力しています。 （マスク着用・検温・手洗い励行・三密感染対策）
】集合地】受付 午前８時３０分～９時 出発式後順次スタート
ヴェルニー公園（京浜急行汐入駅３分/ＪＲ横須賀駅１０分）
【コース】 ヴェルニー公園～三笠公園～うみかぜ公園～海つり公園
～走水水源地～横須賀美術館前
【解 散】 正午頃 横須賀美術館前（京浜急行バス 美術館前）
【参加費】 ２００円
【問い合わせ先】 ０４６-８２２-８４９８
（横須賀市文化スポーツ観光部スポーツ課）

【マークの説明】 □の中は、５８カ所市町村区スタンプシール配布。
◎ 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キロ未満は除く）シール配布。
○ 加盟団体主催ウォーク／かもめカード、企画別カード、JVA カードのスタンプシール配布。
◇ 加盟団体主催ウォーク／かもめカードの押印又はスタンプシール配布。

【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)

2022 年 11 月号

ＮＰＯ法人 神奈川県歩け歩け協会

◯

青葉区

区境市境を歩けば

11 月３日(木・祝)

◯花と水辺と祭りウォーキング

９ ｷﾛ

後援：厚木市議会歩け歩け議員連盟
厚木歩け歩け協会

厚木の紅葉名所つつじの丘公園で紅葉狩り！真っ赤な紅葉と黄色
く色付くイチョウ並木、丹沢の峰々の紅葉はバッチリ！遊水池に落ち
た赤い紅葉を愛でながらベンチで一休み。厚木市議会歩け歩け議
員連盟の方と歩きます。（昼食時間なし）（マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 厚木公園（小田急線本厚木駅 5 分）
【コ ー ス】 ～恩名中町～ねのかみ公園～愛名青少年広場～愛名
緑地～森の里３丁目～つつじの丘公園～
【解 散】 午後０時３０頃 森の里 5 丁目 BS（小田急線本厚木駅・
愛甲石田駅行）
【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】 ０９０－５３１２－０１３５（厚木歩け 大田）

◎神奈川の鉄道シリーズ（横浜市営地下鉄）
横浜の三大公園を巡り歩く

西 区

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

横浜を代表する公園です。それぞれの公園がかもしだす独特の秋
を、五感に感じ取りながら歩きましょう。
(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 桜木町駅前広場（ＪＲ桜木町駅、市営地下鉄
桜木町駅）
【コ ー ス】 横浜公園～港の見える丘公園～山下公園～汽車道
【解 散】 午前１１時５０分頃 運河パーク駅前広場（空中ゴンドラ
駅） 最寄り駅：桜木町駅（JR、市営地下鉄）12 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】 ０８０-７０２３-８３０３（神奈川県歩け 高橋(昭) ）

◯青空と緑の自然ふれあいウォーク 0４-⑧

大岡川源流域を訪ねて

11 月６日(日)

磯子区

９ ｷﾛ
橫浜歩け歩け運動連合会

円海山周辺の市民の森からののはな館へ
（マスク着用願います） （昼食不要）
【集 合】 午前９時 東急ストア横広場
（ＪＲ京浜東北根岸線、洋光台駅４分）
【コ ー ス】 ～峰の灸～いっしんどう広場～大岡川源流域～
ののはな館～金沢文庫駅
【解 散】 午後０時３０分頃 金沢文庫駅（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】 ０９０－５３０９－１４８６ （橫浜歩け連合 大菊）

２

主催：神奈川県教育委員会 学校支援課
協力：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会

爽やかな秋風を多摩川と、ニケ領用水(新川)の自然散歩道を満喫し
て楽しむウォークです。 （昼食不要） （マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 (受付 9 時より)登戸駅多摩川口階段下
（JR 南武・小田急線）
【コ ー ス】稲田多摩川公園～多摩川～中野島中央公園～ふれあい
緑道～一本く圦橋～ニケ領用水～橋本橋～稲田公園
【解 散】午前 11 時３０分頃稲田公園（南武・京王稲田堤駅 10 分）
【参加費】 一律３００円（高校生以下無料） かもめ・IVV 押印シール
【問い合わせ先】 ０４５－２１０－８２９５ （神奈川県 学校支援課）
090-1113－3099 （神奈川県歩け 山崎）

厚木市

議員と歩こう・厚木の紅葉狩り

11 月５日(土)

６ ｷﾛ

11 月６日(日)

樹影の濃い並木道、水田、奈良川沿いの道、里山風景の残る青葉
区から町田市、麻生区、青葉区の尾根道を抜けて玉川学園の校内
を駅まで。 （マスク着用願います）
【集 合】 午前９時 青葉台公園
（東急田園都市線、青葉台駅４分）
【コ ー ス】 ～もえぎ野公園～桜台公園～奈良山公園（昼食）～
三輪さくら通り公園～青空公園前～クスノキ広場～
【解 散】 午後１時１０分頃 玉川学園前駅（小田急線）
【参加費】 主催団体上一般 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）

11 月４日(金)

ﾌ ｧ ﾐ ﾘ ｰ ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ウ ォ ー ｸ ③多摩区

１ １ ｷﾛ

鎌倉市

◇衣張山、池子の森から鷹取山

15 ｷﾛ

11 月６日(日)

生き生きウォーキング
自然探索の会
八幡宮から衣張山へ。鎌倉殿が妻政子の望みで白絹を張って雪に
見立てたという美しい山、さわやかな風の中、鎌倉から異国の森へ
（そこは逗子市）。午後は緑陰の尾根を神武寺から鷹取山へ秋の香
りを十二分に楽しみ、今日はぐるっと鎌倉から逗子へ歩きます。
（マスク着用願います）
【集 合】 午前８時３０分 JR 鎌倉駅（東口） 郵便局前
【コ ー ス】 八幡宮～衣張山～久木大池の上～池子異国の森～逗
子運動公園～神武寺～鷹取山～
【解 散】 午後３時頃 J 京急追浜駅
【参加費】 会員３００円 他協会員４００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

◎県央一周チャレンジ〔座間市〕
◎県央一周チャレンジ〔座間市〕

深まり行く秋の座間八景巡り
深まり行く秋の座間八景巡り

11 月８日(火)

座閒市

７・１
1 2２ ｷｷﾛﾛ

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

湧水と歴史の街並みが残る風光明媚な秋の座間八景を楽しみなが
ら歩きます。（マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 さくら公園（相鉄さがみ野駅８分）
【コース】 ～芹沢公園～谷戸山公園～座間市役所～かにが沢公園
～①座間公園（昼食）～鈴鹿・長宿～相模川～休憩所あらいそ～
【解 散】 午後 2 時頃②相武台下駅（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）

◎橫浜 18 区チャレンジ《M10》

鶴見区ふれあいウォーク

11 月９日(水)

鶴見区

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

鶴見地区は谷戸が入り組んだ地形でアップダウンが多い所です。
今回は尾根道を歩く、アップダウンの少ないコースを設定しました。
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 東口駅前通り公園 （トイレ無し）
JR 鶴見駅 東口 5 分 （JR・京急）
【コ ー ス】 ～總持寺～裕次郎墓所～響橋～寺尾地区センター～鶴
見高校前～徳田病院入口～
【解 散】 正午 頃 鶴見駅（京浜東北線・鶴見線・京急線）
【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】090－5333－2943 （神奈川県歩け 石橋）
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ＮＰＯ法人 神奈川県歩け歩け協会

◇お寺とざる菊コース

◇ガイドと歩こう東海道 –大磯宿

南足柄市

１０ｷﾛ

11 月 10 日(木)

箱根町歩く会

箱根外輪山の裾野に建ち、６００年以上の歴史を持つ曹洞宗の名
刹で、参道や境内には樹齢５００年以上の杉の巨木がみられ、杉林
は県天然記念物に指定されています。秋の香りが漂うざる菊を目と
香りで楽しみ大雄山駅に着く。 ※帰路 大雄山駅から電車利用
【集 合】 午前９時２０分 大雄山駅（伊豆箱根鉄道 大雄山線）
【コ ー ス】
【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 （マスク着用願います）
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

◎神奈川の鉄道シリーズ〔東京急行〕

港北区

丘を越えて菊名池へ

11 月 11 日(金)

７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

八幡神社の在る新横浜の丘を菊名公園へ
（マスク着用願います） （昼食不要）
【集 合】 午前９時３０分 新横浜駅西広場
（ＪＲ橫浜線、新横浜駅北口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～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）

◇自然の回廊ハイキングコース
二子山と森戸川

11 月 11 日(金)

初級コース

雨天中止

ｓTc 湘南トレッキングクラブ

【集合・出発】 ＪＲ・横須賀線・東逗子駅 午前９時
【参加費】 会員 無料 ・他協会会員３００円 ・一般５００円
（マスク着用願います）（レクリエーション保険付）
【持ち物】 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】 東逗子駅→桜山中央公園→南郷中学校→下二子山
→上二子山→森戸川林道→川久保交差点→長柄交差点
歩行距離１５ｋｍ 解散１５：００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）

◯

相模原市南区

ざる菊と里山の秋を訪ねて

11 月 12 日(土)

８・１３ｷﾛ

さがみはら歩け歩けの会

里山の収穫の秋を迎えた新磯を訪ね、今を咲き誇る紅・白・黄・ピン
クなど約１０種類・約１０００株のざる菊を観賞し楽しく歩きます。
（マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 大坂台公園（小田急相武台前駅７分）
【コース】～新戸公園前～旧中村家住宅～新磯ざる菊～峰山霊園
～①相模原公園（昼食）～十二天神社前～あざみがや公園～
【解 散】午後１時 40 分頃 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）

ＮＰＯ法人

約６ｋｍ

東海道ウォークガイドの会

11 月 12 日(土)17 日(木)20 日(日) (要予約)
【集

合】 午前９時～９時３０分（最終組受付）
(集合場所) JR・大磯駅 改札口
【コ ー ス】地福寺
【解 散】 午後０
【参加費】
【申込み】
【メ ー ル】
【Ｆ Ａ Ｘ】
【はがき】

一般７００円・中高生３００円（予約制）
参加日・氏名・ふりがな・住所・電話番号を明記し
ｒｅ＠ｔｏｋａｉｄｏ-ｗｇ.ｃｏｍ<ＨＰ>ｈｔｔｐs://ｗｗｗ.ｔｏｋａｉｄｏ-ｗｇ.ｃｏｍ

050-5865-0662（コンビニからはセブンイレブンのみ）
〒２１3-００11 川崎市高津区久本 ３-３-１６-１５０２
東海道ウォークガイドの会 宛
【問い合わせ先】 ０８０-４８１５-１５７０ （野田）

◯西湘月例会

小田原市

秋バラと小田原諏訪の原公園

11 月 13 日(日)

１２ｷ ﾛ
西湘歩け歩け協会

爽やかな風に吹かれながら「森と水の公園」で一服し「総世寺」経由
「小田原フラワーガーデン」で秋バラの等の花を鑑賞しながら昼食。
隣の「小田原諏訪の原公園」に設置の全長２００ﾒｰﾄﾙの「ローラー滑
り台」での急下りを楽しみます。 （マスク着用願います）
【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～
諏訪の原公園～
【解 散】午後２時３０分頃 飯田岡駅
（伊豆箱根鉄道大雄山線：小田原駅へ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）

◎厚木日曜ウォーキングスクール

５２－C

11 月 13 日(日)

厚木市

６ｷﾛ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管:かもめ

【厚木高・三嶋神社Ⅱコース】 厚木市内の西側にある恩名（おんな）
地区を歩きます。三嶋神社や厚木高校を経て本厚木へ戻ります。
☆
（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（予約不要）、どなたでも参加できます。
【講 座】効率の良い歩き方（メタボから脱出出来ますか？）
【集 合】午前９時 厚木公園（はとぽっぽ公園）（本厚木駅３分）
【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分頃予定
【問い合わせ先】 ０８０-５５４０-９９７８ （神奈川県歩け 一ノ瀬）

◎県立公園チャレンジ〔県立七沢森林公園〕

晩秋の川辺と七沢森林公園を訪ねて

11 月 15 日(火)

厚木市

９ 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

晩秋の玉川のせせらぎの水面を楽しみながら、七沢森林公園で森
林浴をお楽しみください。（昼食時間なし）（マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 宮前公園（小田急線愛甲石田駅 5 分）
【コ ー ス】 ～金地橋～玉川野球場～小野橋～龍鳳寺～七沢森林公
園南口～であいの広場（せせらぎ広場等で昼食可）～
【解 散】 正午頃 七沢温泉入口 BS（本厚木駅・愛甲石田駅・伊勢
原駅行）
【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）

３

2022 年 11 月号
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◎健康ウォーキング教室

１１２－④

11 月 15 日(火)

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管:かもめ

※当日受付、どなたでも参加できます。マスク着用願います
【講 座】①ウォーキングマナー②特徴ある歩き方③習慣にして継続
【集 合】午前９時３０分
【参加費】 ５００円 小雨決行 弁当持参
【解 散】 JＲ根岸線 山手駅 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）

◎

11 月 18 日(金)

11 月 16 日(水)

小春の時季、真鶴半島熱海側の尻掛海岸、お林遊歩道、三ッ石海
岸、小田原側の琴ヶ浜海岸遊歩道、真鶴漁港の散策で森林浴と絶
景を満喫する贅沢なウォークです。 （マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 荒井城址公園（ＪＲ東海道線 真鶴駅７分）
【コ ー ス】 ～尻掛海岸～お林遊歩道～ケープ真鶴（昼食）～森林浴
遊歩道～琴ヶ浜～魚市場～西浜～
【解 散】 午後１時１０分頃 真鶴駅（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】 ０９０－２４５０－０６７８ （神奈川県歩け 吉田）

◇寺家ふるさと村の原風景を巡る

11 月 16 日(水)

鶴見川沿いから脚にやさしい柿の里の尾根路を巡る秋の一日です。
【集 合 午前８時３０分 鶴川駅（小田急線）
【コ ー ス】 ～鶴見川沿い～柿の里尾根路～寺家ふるさと村～三輪
緑園～見事なきちじょう草の群落～玉川学園周辺～
【解 散】 午後２時 30 分頃 玉川学園駅（小田急線） １４キロ
（マスク着用願います）
１１月２０日（日） ◇枯葉を踏んで渋沢丘陵を歩く
南足柄市
【集 合】午前８時３０分 ＪR 国府津駅
【コース】～曽我丘陵～六本松跡～足柄いこいの村～頭高山～
【解 散】 午後４時頃 新松田駅（小田急線） （健脚コース） １８ｷﾛ
【参加費】 会員３００円 他協会員４００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
都筑区

11 ｷ ﾛ

11 月 17 日(木)

みどりウォーキングクラブ

歩くのに最適な時季、緑の遊歩道も、そろそろ紅葉が始まります。緑
の木々の間に現れる錦の紅葉を期待して元気よく歩きましょう。
（マスク着用願います）
【集 合】午前９時３０分 せせらぎ公園 (仲町台駅 7 分（地下鉄)
【コ ー ス】 ～茅ヶ崎公園～東方公園～池辺市民の森～月出松公
園～川和富士公園（昼食）～中川八幡山公園～
【解 散】 午後１時 30 分頃 センター北駅 （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 （みどりウォーキング 仲田）

港北区

花木園と「鶴見のちむどんどん」 ６・１１ｷﾛ
ｷﾛ

11 月 19 日(土)

かわさき歩け歩け運動連合会

和風の「馬場花木園」又、昨年 11 月オープンの大きな公園「競輪場
跡地の鶴見花月園公園を訪ねてのウォークです。
一次解散 6 ㌔は花月園公園です。
（マスク着用願います）
【集 合】 午前 9 時（受付 8 時 30 分より）菊名池公園
（東急東横線妙蓮寺駅３分）
【コ ー ス】 建功寺～馬場花木園～入江川せせらぎ緑道～
花月園公園 ～中通り～おきなわ物産センター～
潮田公園(昼食)～駅
【解 散】 午後 2 時頃 鶴見駅 （ＪＲ京浜東北・鶴見及び京急線）
【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】 ０９０－1113－3099 （かわさき歩け 山崎）

◇秋色深まる鎌倉・海蔵寺
稲村が崎を歩く

緑 区

生き生きウォーキング
自然探索の会

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

◯多摩川を歩こう!!横浜も再発見ウォーク

９ 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

９ ・ 16 ｷﾛ

愛川町・内陸工業団地の秋の風物詩である黄金色の銀杏並木を
楽しみ、コースの後半は中津往還の風景を眺めて歩きます。
（マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 当麻東原公園（ＪＲ相模線原当麻駅５分）
【コース】 ～依知神社前～上ノ原公園～古民家山十邸（昼食）～
①坂本運動場～長坂山の根水辺の広場～座架依橋～
観光休憩所あらいそ～
【解 散】 午後 2 時４０分頃②相武台下駅（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）

真鶴町

真鶴半島

愛川町

黄金色の銀杏並木と中津往還

６ｷﾛ

【本牧山頂公園コース】 山下公園通りの美しいイチョウ並木は必見
です。階段・坂道の歩き方講座が直ぐに役立つ行程を用意しました

４

◎県央一周チャレンジ[〔愛川町〕

中 区

11 月 19 日(土)

小雨決行

１ ４ ｷﾛ

さかえ歩け歩けの会

【集
【解

合】 ＪＲ本郷台駅前 午前９時 （マスク着用願います）
散】 稲村が崎公園（江ノ電稲村が崎駅）午後２時３０分頃
※一次解散 （海蔵寺１０キロ程 １２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→六国見山→明月院前→亀ヶ谷坂～海蔵寺
→源氏山公園（食事）→極楽寺→稲村が崎公園
◆山と寺院、そしてゴールに海がある変化に富んだコースです。
途中、休憩の寺院で健康を祈願しましょう。
【問い合わせ先】 （淸水）TEL/FAX０４５－８９２－４５７５

◎湘南チャレンジ

逗子市

まんだら堂跡を訪ねる

11 月 20 日(日)

10 ｷ ﾛ

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

国指定の史跡である、お堂跡に点在する「やぐら群」を訪ねます。
（マスク着用願います） （昼食場所は設定していません）
【集 合】 午前９時３０分 亀岡八幡宮
（JR 逗子駅・京急逗子・葉山駅５分）
【コ ー ス】 亀岡八幡宮～披露山公園～まんだら堂跡～
妙本寺山門～鎌倉駅
【解 散】 正午頃 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）

2022 年 11 月号
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◯自然観察ウォーク ０４－０８

チャレンジウォーク〔幸区〕

横須賀市

鷹取山ハイキングコースを歩く

11 月 22 日(火)

幸区の緑道散策

１１ｷ ﾛ

11 月 25 日(金)

かなざわ歩け歩けの会

海抜０ｍから標高 139m の頂上目指して・・・
緩やかな登りの住宅街を抜けて尾根道に入ります。途中国道１６号、
京急本線を下に見て紅葉の樹林帯をゆっくり登りましょう。
鷹取山山頂公園で昼食です。 （マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 追浜公園（京浜急行 追浜駅 15 分）
【コ ー ス 】 浦郷公園～浜見台隧道入口～鷹取山（昼食）～西友
【解 散】 午後１時３０分頃 鷹取公園（京浜急行 追浜駅） ４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】 ０８０－７０２３－８３０３ （かなざわ歩け 高橋（昭） ）

◎

11 月 23 日(水・祝)

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」
や「土木遺産」に認定の荻窪用水を訪ね往時を忍びます。
（
【集 合】 午前１０時
（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～
硝煙蔵堤取水口～水車小屋～めだかの学校～
【解 散】 午後０時３０分頃 ＪＲ小田原駅西口
【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】 ０９０－３３４１－７５７４ （神奈川県歩け 北野）

◇いざ 雨降り山へ
大山 トレッキング

11 月 23 日(水)

◯かまくら散策〔札所〕

鎌倉３３観音めぐり⑤

11 月 24 日(木)

伊勢原の田園めぐり

11 月 26 日(土)

５・９ｷﾛ

健康保険組合神奈川連合会
ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会

◎神奈川の鉄道シリーズ〔相模鉄道〕

雨天中止

高尾さまからの眺望

11 月 27 日(日)

ｓTc 湘南トレッキングクラブ

旭 区

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

瀬谷の富良野と言われる里山風景を過ぎると帷子川の水源です。
午後は高尾さま（飯縄神社）から長津田十景の景色を楽しみます。
（マスク着用願います）
【集 合】 午前９時 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～亀甲山信号～帷子川水源～
若葉台滝の広場（昼食）～北部斎場信号～道正橋～
高尾さま（飯縄神社）～こうま公園～
【解 散】 午後０時４５分頃 すずかけ台駅（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】 ０８０－１３７３－６５５２ （神奈川県歩け 堀沢）

◎厚木日曜ウォーキングスクール

鎌倉市

５２－D

１０ｷﾛ

11 月 27

かまくら歴史ウォークの会

初秋の青空の下、ゆっくりと７地蔵尊をめぐります。
（マスク着用願います） （昼食場所は設定していません）
【集 合】 午前９時３０分 八坂神社
(ＪＲ横須賀線・江ノ電鎌倉駅７分)
【コース】 八坂神社～寿福寺～浄光明寺～海蔵寺～
建長寺（妙高院・龍峰院）～北鎌倉駅
【解 散】 午前１１時３０分頃 北鎌倉駅（ＪＲ横須賀線）
【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）

伊勢原市

自由歩行 （感染対策） （マスク着用願います）
【受付・出発】 午前９時３０分より受付後順次出発、最終締切１０時
【集合地】 ひかりのまち公園（小田急線鶴巻温泉駅南口１０分）
【コ ー ス】 ～上満寺スポーツ広場～柳橋～大場田橋～みやのね
公園～ひかりのまち公園（ゴール）ゴール後自由解散
【ゴール】 正午迄 ひかりのまち公園（小田急線鶴巻温泉駅）
【参加費】 ２００円健保連神奈川連合会会員（ブルーの会員証：捺印用）
２５０円県協会正会員及び県登録会員証提示の方
３００円一般の方（どなたでも参加できます。
カードをお持ちの方それぞれ受付の際ご提示ください。
＊保険証をお持ち下さい。
【問い合わせ先】 ０９０－５３１２－０１３５ （神奈川県歩け 大田）

初級コース

【集合・出発】 神奈中バス・ヤビツ峠バス停 午前９時
小田急・秦野駅北口バス８：２５ 平日はこの時間一本のみ、
乗り遅れによう。
【参加費】 会員 無料 ・他協会会員３００円 ・一般５００円
（マスク着用願います）（レクリエーション保険付）
【持ち物】 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】 ヤビツ峠→春岳山→大山→１６丁目分岐→阿夫利神社
下社
歩行距離１２ｋｍ 解散１４：００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）

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会

◎健保連かながわ１００キロウォーク

７ｷﾛ
NＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管：西湘歩け歩けの会

８ ｷﾛ

気持ちよく散歩が出来る平坦コースの幸区の緑地公園。ゆつたりとリ
ラックス出来都会の中豊かな自然を感じる散歩道を歩きます。
昼食時間は設定しません。
（マスク着用願います）
【集 合】 午前９時 30 分 （受付時間 9 時より）川崎駅西口階段下
（JR 南武・東海道・京浜東北線）
【コ ー ス】 駅～柳町公園～南河原公園～さいわい緑道～河原町小
向仲町緑道～御幸公園～コミニティ緑道～平間公園
【解 散】 正午頃 鹿島田駅（JR 南武・横須賀線新川崎駅 7 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】 ０９０-１１１３-３０９９ （神奈川県歩け 山崎）

小田原市

秋の荻窪用水散策

幸 区

日(日)

厚木市

9 ｷﾛ

ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会
主管:かもめ

【

（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（予約不要）、どなたでも参加できます。
【講 座】服装・持ち物（秋でも汗の対策を忘れずに！）
【集 合】午前９時 厚木公園（はとぽっぽ公園）（本厚木駅３分）
【参加費】 ５００円 小雨決行 昼食は不要
【解 散】 小田急線・相鉄線 海老名駅 12 時３０分頃予定
【問い合わせ先】 ０８０-５５４０-９９７８ （神奈川県歩け 一ノ瀬）

５

2022 年 11 月号

ＮＰＯ法人 神奈川県歩け歩け協会

◯海の手半島ふれあいウォーク

秋の三浦三山めぐり

11 月 28 日(月)

横須賀市

橫浜 18 区チャレンジ 《M１１》

８ ｷﾛ

栄区ふれあいウォーク

11 月 29 日(火)

横須賀歩け歩け協会

神奈川全市区町村完歩者名簿
邦男 様

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

いたち川沿いの紅葉を眺めながら田谷の洞窟へ､手掘り洞窟でノミの
痕や数々の仏像が浮き掘りされ、厳粛な雰囲気を漂わせています｡
一時解散､希望者はどうぞ! (昼食時間ナシ) (マスク着用願います）
【集 合】 午前９時３０分 本郷台駅 前公園 /根岸線
【コ ー ス】 いたち川～笠間三丁目公園～笠間大橋～田谷洞窟前～
鷹匠橋～柏尾川～
【解 散】 正午 頃 大船駅
【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】０９０-5333-2943 （神奈川県歩け 石橋）

【集 合】 長沢駅前広場（午前９時３０分）（京浜急行 長沢駅）
【コ ー ス】 長沢駅～三浦富士～砲台山～三浦不動尊～
津久井浜駅
【解 散】 正午頃 津久井浜駅（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】 ０９０-１２６４-２５４１ （横須賀歩け）

藤森

栄 区

（綾瀬市）

2022 年

海老沼

かもめカード完歩者名簿

修一 様

2022 年

令和４年９月
（橫浜市金沢区）

令和４年９月

大村勝躬（横浜市泉区、31170km/2340 回）伊藤洋子（川崎市宮前区、26005km/2130 回）倉澤佳子（横浜市磯子区、21736km/1906 回）
石原秀和（横浜市旭区、21364km/1890 回）上条明子（座間市、17399km/1560 回）芝田誠二（横浜市旭区、17393km/1440 回）
菅原時子（厚木市、16977km/1500 回）浜田秀人（横須賀市、16796km/1440 回）松田義久（横須賀市、14716km/1290 回）
浅冨淑彦（横浜市港北区、13101km/1170 回）影山信子（横浜市南区、12789km/1170 回）影山義男（横浜市南区、11407km/1020 回）
前原佐内（横浜市戸塚区、10684km/930 回）中尾勝治（横浜市南区、10368km/945 回）吉田正顯（横浜市港南区、8404km/840 回）
坂本 勉（横浜市鶴見区、7762km/720 回）稲垣昭子（綾瀬市、5080km/510 回）酒井 清（横浜市栄区、4183km/1710 回）
重田昌利（横浜市保土ケ谷区、3968km/390 回）河村昌子（平塚市、3431km/330 回）森﨑一実（横浜市旭区、2637km/271 回）
松井昭子（横浜市金沢区、2339km/216 回）淸水武夫（秦野市、1015km/90 回）
敬称省略

“かながわレクレーション大会

２０２２”（マスク着用願います）

１０月２３日（日）集 合：午前９時 善行公園（小田急江ノ島線 善行駅５分）
神奈川県立スポーツセンターの開会式参加後団歩行で出発します
開会式はスポーツアリ－ﾅで行う為、上履き・ビニール袋持参願います
コース：スポーツセンター～立石橋～俣野庭園別邸～スポーツセンター
解 散：午前１１時５０分頃スポーツセンターに戻り昼食後
イベントに自由参加～解散
参加費：県登録会員２００円 他会員３００円 一般５００円どなたでも
問い合わせ先：０８０－１３７３－６５５２（神奈川県歩け 堀沢）
第３４回 全国健康福祉祭 神奈川・橫浜・川崎・相模原大会

ねんりんピックかながわ２０２２
テーマ：神奈川に

咲かせ長寿の

いい笑顔

～未病改善でスマイル１００歳～
期間：２０２２年１１月１２日（土）～１１月１５日（火）
神奈川県スポーツ局ねんりんピック課 渡邉 ☎０４５－２８５－０３３９
６

