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<会場 横浜市中区波止場会館多目的ホール小会議室>
1暑語の変ぷ:翼槻轟鰹嶽電懺朧繁ま撃デ芦拗

そのような中で、高齢者を中心として社会生活の制限による健康破壊、認知症
の拡大などが心配されてきています。新型コロナウイスの汚染は今後長期に私た
ちの生活に大きな影響を与えて続けると予想され、それを前提とした「新しい日常
生活」の確立が求められています。この困難な事態に対して私たちは「新型凛目
ナウイスに負けない健康ウォーキング運動を地域の皆で一緒に作りだそう」「お互
いに助け合い励まし合つて正しい情報を集め共に実践してこの危機を乗り越えよ
う」を合い言葉に新しい健康ウォーキング運動を展開していきたいと思います。
そのためにこの運動の核となるスタッフを養成していきます。筆記用具を用意し

体操が出来る服装で弁当ヨ飲み物持参で参加してください。横浜市公益活動緊急支援助成金事業申請中。
・集 合 両日共 波上場会館多目的ホール小会議室

(みなとみらけ線「日本大通り」駅 2番出日から碓歩 5分、JR´市営地TCt喉納 摘け らヽ徒歩 15分)

日内容
年平砕覇言昌粽蒟 轟g謬

「可錯罫Ъぁぃさっ
・新型コロナウイルス感染予防についてロー般歩け役員養成コース 座学と実習
11月 25日 (水)午 前 9時30分

・3033運動、未病、認知症とウォーキングについて・一般体力づくり役員養成コース
02日間とも修了した方には2級の修了書をお渡しします。

□穆覇膚彗昭讚鵠 マ雷雷鍵軍菱1長要奔写ダ
必
雲雛薄そぉ支払いくだれゝ

・定員 10名 先潜順・定員になりましたら締め切ります。
・申込み 氏名・住所"電話番号・年齢・波上場合館名を明記してハガキで以下のところへ申し込んでください。
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口問い合わせ先 090-2721-1246(神奈川県歩け 高坂)

【参 加 費 の 案 内 に つ い て 】 次0■う帥 瞑 晴 ものは、取り扱い力:以下のとおりとなります。
Oマウ :主催団体一般 “・会員200円 /他協会員300円/一般50o円 GRも参加できまう
◎マツ :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円篠でも参加できます)

【マークの説明】日の中は、60カ所市町村区スタンプ押印。
◎ 県協会主催ウォーク/力もめカード、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。
O加盟団体主催ウォーク/力ヽめカード、企画別カード、JVAカードの押印.

◇ 加盟団体主催ウォーク/力もめカー呻 印.
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NPO法人 神奈川県歩け歩け協会
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10月 1日

"
いずみ歩け歩けの会

原宿周辺の旧東海道の東側に小雀の里の田園風景が残り、鳥はさ

ぱ蝙 濡    りD暉籠ll::;;
(相鉄線・小田急線。市営地下鉄、lll南台駅5分 )

【コース】～境川遊水地公園～福泉寺～ウイトリッヒの森～崎陽軒～
小雀公園(昼食)～田谷信号～け錠 公園～
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10月 6日00 後援 :神奈川
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け議員連盟

かもめウオーキングアカデミー

【野毛山公園(持久力測定)コ ース】ウオーキングを始める前に正しい
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、議でも参加できます。 (マスク着用願います)

|)躙畢準藁夢雛鰤認鉤織断
【解 散l JR桜木町駅 午後2時30分頃予定
【問い合わせ先】090-1534-6401(力ヽめアカデミー 土居)
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秋の小田原、さわやかな風を受け辻村植物園からいこいの森。フラ
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膠摺確轟宵■翻晰 舞翻饂
山歩きに適した靴 雨具 弁当 飲料水など

【問い合わせ先109o-4664-2304星野
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蜀 趙 尚 儡 “
1蒸轟主旱ツ鋼 讐稀揺貯

園報導較園

橘蹴 貯温乳鹿ざFi網縦 輻 )

望夢華蓄富
=富

繁寧甲

後援 :厚木市歩け歩け議員連盟
厚木歩け歩け協会
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い―対 高砂緑地～戴 翻 辟 耀 操 な 了
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脇 謬 言鰍 難 削 写 鵞 は 内條
【問い合わせ先】09o-8947-9217(神刻 :l県歩け 栗原〕

10月 3日ω
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(マスク着用願います)
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一10月 4日 (日) 横浜歩け歩け運動連合会 10月 10日0 要望詔墾套似易亀凩謳暮套

【問い合わせ先】090-8332-3403(神 奈川県歩け 斉藤)

鰺ξ堪認撃鵠諸蝠 轟轟墓皇号堺ξ
園、東神剰暇へ。

い ―対 報 渡中央公園～望 資馨憲基 襟壇～反町公園～

褥騨囃鱗痰八乳)
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◇籍 根八 星 を歩 くコ …ス 箱根町 12キ輝

10月 10日① 箱根町歩く会

箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井メ;|と 言われた箱根馬子
唄の碑がある石畳の旧東海道、日本遺産に選定された石畳を歩き、
赤穂浪士で有名な神崎与五郎の甘酒茶屋、猿も滑るほどの急な坂の

猿滑坂。一里塚、寄木細prml宿から湯本。(マスク着用願います)

【集 合】午前9時20分 元箱根バスターミナル
【コース】旧街道石だたみ～甘酒茶屋～畑宿～(湯本駅)

※帰路 湯本駅から電車利用  (マスク着罵願います)

【参加費1500円 (箱根町歩く会へ初参加の方は別に500円 :バッジ、会員
雨天の場合は15日 に実施、15日 も雨天時は中止

当日間い合わせ :1,TEL0460-85-67882,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:ま、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

◇ガイドと歩く東海道 ―Jlt田顧僣 ]颯

※ 18日 (日 )にも同コース        約 7キロ

10月 10日015日GЮ
NPO法人東海道

ウオークガイドの会

※国府津から酒句jヽ |を渡れば小田原宿です。(半日コース)

【集 合】午前9時30分 JR。 国府津駅改札 (マスク着用願います)

Iコ ース]真楽寺～親本橋～酒匂の渡し跡～蓮上院土塁跡 etc

【解 散】12時半頃、なりわい交流館 CIR。 小田原駅 徒歩15分 )

【参加費】一般500円 。中高生200円 (予約制)

【申込み1参力1日・氏名。ふりがな。住所。電話番号をFJl記し
【メール】re@tokaldo―wg.cOmくHP>http://― .tokaido― wgoccm
【FAX】050-5865-0662(コ ンビニからはセプンイレブンのみ)

1はがき】〒210-0025川崎市メ|1崎区下並木 11-5-1-906
東海道ウオークガイドの会 宛

【問い合わせ先】080-1073-1431(り II西 )

〇海の手半島ふれあいウオーク(2-4)

ク リハ マ花 の 国散 策
横須賀市

6キロ

横須賀歩け歩け協会

後援:厚木市議会歩け議員連盟
力もめウオーキングアカデミー

10月 11日 (日)

今年はヨロナウイルス症の感染拡散自粛要請でレクリエーション
大会も中止になりましたがウオーキングは計画をしていたコースを
歩きます。 (マスク着用願います)

【集 合

「

前9時30コ 神明公園 (昼食時間設定無D
GR横須賀線久里浜駅10分・京浜急行 京急久里浜駅7分 )

【コース】神明公園～ペリー公園～花の園南門～花の園正門～
神明公園

【解 散】午後0時30分頃 神明公園C暉須賀線。京急久里浜駅)

【参加費】主催団体一般1ページ下段 参加費の案内参照
【間い合わせ先】090-■ 264-254■ (横須賀歩け 前,lD

○厚木 日曜 (厚本市街公園巡 りIコ ース)1厚 本市 |

ウオーキングスクール 40-A  6キロ

10月 11日 (日 )

毎回歩けに関する基礎知識と楽しいウオーキング(6～ 8ち程度)

を行います。これからウオークを始めたい方やご自身の歩きを再チ
ェックしたい方大歓迎です。※当日受付、誰でも参力1できます。
【講座】ウオーキングの効果 (ヨロナ過の歩きの効果つて?)
【集合】午前9時 厚本公ltl一通称:はとぽつぽ公園

(小日急本厚木駅3分)(マスク着用願います)

【参カロ費】500円 だヽ雨決行・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1080-5540-99780も めアカデミー ー月蹄

N貯 鑢濃人 神奈りII県渉け勝 ll l‐ 鰯倉

◇大磯―周・
湘南平の絶量 を楽 しむ

10月 11日 (日)

l繁食l躙 だ靱 園瘍磁嵩電霊翠
【解 散】午後3時頃 JR大磯駅

0「自銀林遭から幕山越えJ健脚コース

J畷府川 起伏あり 18km     ニ
参カロ費】会員300円 一般500円   (マ スク着用1

山歩きに適した靴 雨具 弁当 飲料水など
k■スク着用願います)'

【問い合わせ先】0904664-2304 星野

『̈］い一

○西湘月例会
石垣 山一 夜 城 ヘ

10月 12日鯛)

○みどりto自 然 tcクオーキング【※9】

新 駅・ 羽沢横 浜 国大 駅

北條氏の小日原城を攻め落とすため豊臣秀吉築城の『石垣山一夜
麟 ねます。   (マスク蕎麗願います)

【集 合】午前9時30分 鈴廣蒲鉾店前広場
(箱根登山鉄道 風祭駅2分 )

【ユース1～地球博物館～石T場群～石垣山一夜城～ヨロイス・カフア
ーム (前半1時間30分程度の緩やかな登りがあります)

【解 散】午後1時30分頃 早川駅は 東海道線)

I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 1ヒ野)

◇雛大
        をめぐる置

10月 12日0→ 試c湘静 レキングクラブ

【集合・出発】月ヽ日急・秦野駅南口 おおがみ公園 10時

【参加費I会員 無料 。一般500円 (レクリエーション保険付き)

【持ち物】飲料水、雨具、手袋、その他軽食(靴はトレッングシュース・)

【予定コース】秦野駅→今泉名水桜公園→白笹稲荷神社→

震生潮→渋沢丘陵→栃窪会館→渋沢駅
歩行距離:1飢m解 散13:00頃
渋沢丘陵途中で昼食  (マスク着用願います)

【問い合わせ先I電話・FAX 044-855-9390

携帯090-2497-9008 (湘南トレッキンク・ 会本)

生き生きウオーキング
自然探索の会

小田原市

8キロ

西湘歩け歩け協会

|‐
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11キロ

10月 13日υり みどリウオーキングクラブ

相鉄線から新宿駅直通路線の西谷駅と小杉駅の間に新駅誕生。
生麦付近で横須賀線と合流するルートのようです。
【集 合】午前9時30分 新横浜駅北日西広場(横浜線。地下鉄)

【コース】～岸根公園～片倉自然公園～羽沢横浜国大駅～
羽沢跨線橋～上星川あおぞら公園(昼食)～

【解 散】午後1時30分頃 和田町駅(相鉄線)

【参加費I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1090-3595-6928(み どリウオーク 仲日)

注 (みどりのビンゴスタンプ・・。今年度中止)(マスク着用願います)―
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○笑顔・みんな元気さがみはら 2‐⑩
薔 薇 の 書 りの 光 機 公 園

10月 14日

"
さがみはら歩け歩けの会

秋を迎えた藤沢市と綾瀬市を流れる二つ川の河畔を巡り光綾公園
にて四季バラを観賞し豊かな自然に浸つて楽しく歩きます。
【集 合】午前9時30分 円行公園  (マスク着用願います)

(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～浅問橋～
光綾公園(昼食)～桃並交差点～東柏ヶ谷近隣公園～

【解 散】午後1時50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)

剛師

10月 16日o いずみ歩け歩けの会

人王子往還(絹の道)を歩き、保土ケ谷区の史跡と神社、仏閣をめぐり
改めて旧街道の価値成り立ちを感じ、歩きの楽しみを見つけて下さい
※昼食時間は設けておりません。 (マスク着用願います)

i集 合】午前9時30分 西久保公園(相鉄線、天王町駅3分 )

【コース】～芝生の迫分～富士瓦新紡績工場跡～峰坂の碑～星ノ′1中
央公園～和田村道標改修の碑～上星川あおぞら公園～

【解 散】午後0時40分頃 西谷駅(相鉄線)

【参加費】主催団体一般 ■ページ下段 参nII費の案内参照
【問い合わせ先1090-2450-0678(いずみ歩け 吉田)

○いずみリフレッシュウオーク・ゴールド
綱 の適 を歩 く     ★★☆

◎横浜 18区チャレンジ 《M9》
中 区 ふ れ あ い ウ オ … ク

保土ケ谷区

10キロ

中 区

8キョ

10月 17日GD N砥誉以讐務辟
秋の荒井の丘から本牧山頂公園を散策しまします。往きは山手トンネ
ル、帰りは見晴トンネルを歩き、イヘ

.ン

ト開催中の山下公園で解散です。
【集 合】午前9時 横浜公園 ;関内駅 (根岸線。地下鉄 )

【コース】～山手トンネル～妙香寺下～横浜国大r・I属小学校～荒井の
丘～どんぐりの丘～見晴トンネル～山下公園イヘ'ント会場

【解 散】正午頃 山下公園(関内駅15分)(昼食時間ナシ)

【参カロ費】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1090-1261-1731(神 奈川県歩け 羽田)

注(みどりのビンゴスタンプ・・。今年度中止)(マスク着用願います)

◎
鰹 1鸞甜喜欄鶴 策暉蓄F
10月 17日GD N曹鶴被製耀齋魏藁梶轟亀

市ヶ尾を中心として鶴見川流域に栄えた古代社会の足跡を訪ね
る。                (マ スク着用願います)

【集 合】午前9時 市ヶ尾第4公園  (昼食不要)

(東急lE園都市線、市が尾駅5分 )

【コース】～市ヶ尾横穴古墳郡～祥泉院・祥泉院遺跡～青葉台駅
【解 散】午後0時30分頃 青葉台駅(東急田園都市線)

惨 加費】県協会主管一般 1ベージ下段 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)

lbl P聯 法人 神奈1::県歩け勝は脇会

◇市燎 の躍 機 道・
北鐵 倉 を歩 く

10月 17日①

団
い一

さかえ歩け歩けの会

回
押一

ク一オウ期
リ

再
巡

＝
所

う
札な脱却錦０

【集 合】JR本郷台駅前 年前9時  (マスク着用願います)

I解 散】北鎌倉駅前 午後3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→ふじやま公園→いつしんどう広場→大丸山
→横浜自然観察センター(昼食)→天園→円覚寺(北鎌倉駅)

◆さわやかな季節、アスファルト上でなく土上を存分に歩きます。
【問い合わせ先】 (清水)TEL/FAX045-892-4575

10月 18日 (日)  かゎさき歩け歩け運動連合会

多摩川左岸を秋の風をあびながらのんびリリベンジの本L所を
巡ります。 (昼食設定無) (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)川崎駅中央東口広場
OR南武・東海道。京浜東北及京急線は3分)

〔コース】稲毛公園～稲等神社～第22番札所費憧院～六郷水Fl

～本羽田公園～第25番札所正蔵院～大師橋～駅
【解 散】正午頃 大師橋駅(京急大師線)

【参加費】主催団体一般 ■ページ下段参加費の案内参照

【問い合わせ先】090-8332-3403(かわさき歩け 斉藤)

◎神奈′:|の鉄道シリーズ 〔相模鉄道〕

上 饉 日 の 里 山 と 野 鳥 の 森

10月 18日 (日)NPOttζ野喘鍋蓼簿禁け雰婁
秋野菜の上飯田の里山から鎌倉上の道に出て宮久保公園に至り
野鳥の森公園を訪ねます。ゆとりの森でランチタイムです。

【集 合】午前9時 Vヽずみ台公園(相鉄線、いずみ野駅7分 )

【コース】～田向橋～上飯田地区センター～富久保公園～野鳥の森
公園～福田入層信号～大和ゆとりの森 (昼食)～

【解 散】午後1時20分頃 高座渋谷駅(小田急江ノ島線)

【参加費】県協会主管一般 1ページ下段参カロ費の案内参照
【F15い合わせ先1080…1373-6552(神奈,11県歩け 場沢)

(マスク着用願います)

泉 区

■2臨

鴬爾ず1諾警1燻野 1~動

10月 18日 (日 )

※国府津から酒匂川を渡れば小田原宿です。(半 日コース)

1集 合】午前9時30分 JR'国府津駅改札 (マスク着用願います)

【コース】真楽寺～親木橋～酒匂の渡し跡～蓮上院土塁跡 etc

I解 散】12時半頃、なりわい交流館OR・ 小日原駅 徒歩15分 )

【参加費:一般500円 。中高生200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.∞mく HP>http://― w.tokaido― wg.com
lFAX1050-5865-0662(コンビニからはセブンイレブンのみ)

【はがき】〒210-0025川崎市メ!1崎 区下並木 11-5-1-906
東海道ウオークガイドの会 宛

【問い合わせ先】080-1073-14310`1西 )

NPO法人東海道
ウオークガイドの会



2020年 10月 号

10月 19日鶴)

10月 20日ω

【問い合わせ先109o-1534-6401(力ヽめアカデミー 土居)・

10月 21日例ゆ かなざわ歩け歩けの会

|  
♪

レースト勁即疇研ジ鰯轟翠凛『 撃畢攪気喬姿差点～

鵬 関 IET頃 樹 験 昇寿 絋 場
鮨ス猪 用願いまう

【参カロ費】主催眈 ズ管〕雫霞豪猟費の案内参照
【問い合わせ先】090‐6344-2331(か なざわ歩け 色藤)

NPO法人 神奈川県歩け歩け協会

11響1

西湘歩け歩け協会 10月 22日 (→
N警

【
鷲競甥孵孵1梅結躙 磐留儡

|=ト

10月 20日 0り
後援 :神奈川県議会歩け議員連盟
かもめウオーキングアカデミー 10月 25日 (日)

10月 23日0 N留
認 蠍 鏃朧

レ~対～
露偲交標t服

部牧場～鳥居原ふれあいの館(昼食)～

【解 散】午後1時15分頃 宮癖 ′シ停(神中バスにて

I言錮麟 灘瓦ご鷲蟄慇琴懺
)

稲 : 一鞭“P°
鐘ヽ愁慾鏃簿盤

I褻γ憔溺甦理鍵揮堀軍撃拿緊夕留慶哭嘉曇冴肇宿参照
【問い合わせ先1080-3080-9■ 89(神奈川県歩け 伊藤)

一一一一一タ



2020年 10」日号 NPO法人神奈川県歩け歩け協会

轟1lf響
10月 25日 (日)

後覆:厚本市議会鵜 員連盟
力ヽ めウオーキガ アカデミー

毎日歩けに関する基礎知識と楽しいウオーキング(6～ 8キ .程度)を

行います。これからウオークを始めたい方やご自身の歩きを再チェッ
クしたい方大歓迎です。※当日受付、誰でも参カロできます。
【講座】靴の選定と履き方(歩くのに、何はなくとも靴だけは 1)

【集合】午前9時 厚木公園一通称:はとぼつぱ公園
(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1080-5540-99780ヽ めアカデミー ー月D

||‐‐ml
10月 25日 (日) stc湘南トレキングクラブ

【集合・出発1東浜急行 金沢文庫駅 谷津染井公園 ■0時
【参加費】会員 無料・ 一般500円 (レクリエーシヨン保険付

き)

I持ち物】飲料水、雨具、手袋、その他軽食(靴は卜″キングシす“スリ /
【予定コース】金沢文庫駅→能見台跡→ののはな館→

草舞台公園→釜利谷小川アメニテイ→金沢丈庫駅
歩行EEE:101m解散14:00頃
ののはな館で昼食 (マスク着用願います)

【問い合わせ先】電話・F思 044-855-9390

携帯000-249■ 9008(湘南レ戒″″会本)

10月 26日明) かまくら歴史ウオークの会

1警蓋奪:

麟囃 轟 鶴蒔 輔 獣

楡ヲ霧軋If螂霧牢訃

騨

10月 29日0ゆ
N電

製鋼攪象鬱簿縫

葉鰤蹴ぶざ祠 雨懺]子

出
【コース1～御園2丁 目緑道入口～相模原公園～新機ざる菊会場～

勝坂遺跡公園(昼食)～相武台トンネル～
【解 散I午後2時15分頃 相武台前駅C/1N田争 Jヽ田原線)

【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】090-46114982(神奈川県歩け 榎本)

10月 30日⑥ かなざわ歩け歩けの会

1   駿馨 黎E〕ぽ
D

【コニス】長浜公園～′v海朝亀2霧鶴 差点～
称名寺～

i郷 ζ電鷺竃昇鸞習聖諺雫   照
【問い合樹 先1090-6344-2331(か なざわ歩け 色藤)

10月 31日0 みどリウオーキングクラブ

肇

【問い合わせ先109←3595-6928(みどリウオーク仲田)

注(みどりのビガ スタンプ¨。今年度中止)

:8t● 10月 31日 O NPO法 人神刻 :1県歩け歩け協会
主管:西湘歩け歩け協会

:T

L山
北撃軍:

爾      鰐 節 翻 脚 そ鮒 脚 P
【問い合わせ先】090-3341-7574(神 奈川県歩け 北野)

1■稀

かもめカード完歩者名簿 2020年 令和2年 8月

驀 臨 翻 俯 ]3筑鯰 「[醐辮 貯 亀 調 知欧19225ultt D
預市、135971m/1050回 )

'2揃

/150回)園倉勝江 (横浜市都筑区、11961o3/90回 )

21m/30回)  (敬称省略)

i6


