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県協会ホームページ : https″睦餞gawaanejp

東 京 2020大 会

61126日  (‐ ) (6ミ 肴 ¬ 暉 )

内のヨットセーリング会 くコースで

コース】西浜公 言号～江ノ

トハーバー～オリンピック記念公 ～北 地

【解散】正午頃 可ヒ緑地(小圏急線・片瀬江ノ島駅7分 )

【参カロ費 】主催 神奈川県歩け歩け協会・東京都ウオーキング協会 会員300円
上記以外の協会 0-般 500円

主催 NPO法人神奈川県歩け歩け県協会

NPO法人東京都ウォーキング協会

【問い合わせ先】090-8947-9217 (神奈メll県歩け 栗原)

l https_■kanagawaauke_Jp
12参刀日饗7α澪縫I可 |こつ レ`ス:】 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。
O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】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 /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.

0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。
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【問い合わせ先1090-153■640■ (神奈りll県歩け 土居)
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`かなざわ歩け歩けの会 6月 5日0
い 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)

牒 譜 前9時3吟
辮 理鼈 3効

1高   層量富な蝙驀誌
【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)

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オーク

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。

1集 合】午前9時30分 亀ヶ岡八幡宮

卜Jは第鷺訊雛難詐

修櫂干塊轟螺
ヾ
1長野γご猟鯰難纂

①
【問い合わせ先1 090-1264-2541(横須賀歩け 前川)

%亀脈聾奪ξ亀憲‐11‐
 :琵肝

6月 5日0 躍協儘黎鬱麟餓獣

町田市とメ:1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
～栗本緑道～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ページ下段参カロ費の案内参照

【問い合わせ先1090-1113-3099(神 奈川県歩け 山崎)

◇鎌倉 :

6月 2日αЮ
生き生きウオーキング

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
`シ

コヾが可愛らしい。

ど議3∫事藝警誓唇電荒鵬 ご胤⑮購う
鎌倉人幡宮

【解 散1午後2時頃 JRA倉駅い 横須賀線。江ノ電)

【参加費1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】09)4664-2304星野
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◇ 「イ フタバ コJの花を求めて

鎌倉 朝比察切通 し

6月 5日0 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1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) (靴はトレッキングシューズ)

【予定コヴ】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

【問い合たメせJヒ】貿蒙活・FAX 044-855-9390
携帯090-2497-9008 (湘南トレッキンク・ 会本)

〇青空と緑の自然ふれあいウオーク03-③
大 田 川沿 い の文 書 と麗 史 を歩 く

6月 6日 (日) 横浜歩け歩け運動連合会

総会ウオー刻 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
OR。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 南大田駅(京急線)

【参カロ費1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(横浜歩け連合 大菊)

〇西湘月例会            藤蘊蒜司
大雄 山最 乗 寺 参 道 の あ じさい 1鋳ロ

6月 6日 (日) 西湘歩け歩け協会

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。
It― 創 肝前9時30分 大雄山

吸蓼奎霜根鉄道大雄山紳
【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(伊豆箱根鉄道大雄曲線)

協輝Lξ顆脇地轟璃ぽ御鶴季髯螺)
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◎横浜 18区チャ

戸 塚 区 ふ れ

6月 9日ω

レンジ 《M4》
あ い ウ オ ー ク

戸塚区

8キロ

箱根町

1鋳 ロ

箱根町歩く会

NPO法人神奈り:1県歩け歩け協会
主管 :みどリウオーキングクラブ

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CR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C峨須賀線)(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10901261-1731(神奈,ll県歩け 羽田)

回
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◇大文字 と外綸山 コース

6月 10日

"

◎神奈J"の鉄道シリーズ 〔小田急線〕
“開 威 あ じ さ い 開 花 '魅 力 再 発 見

(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
を通んだ塔の峰へ、皇女和の官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。
I集 合】午前9時20分 強羅駅 ※帰路 湯本駅から電車利用
【ユース】富城野～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
当日間い合わせ 11,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

○笑顔・みんな元気さがみはら 3だ)  相模原市南区

あ じさ い と花 菫 精 と機 会 ウオーク 9・ 12キロ

6月 12日GD さ力`み7まら歩|す歩けの会

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】昨前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′点ん本もれびの森～麻溝公園(昼食)～①相
模原公園・水無月園～下中丸第二公園～

1解 散】午後1時50分頃 ②原当麻駅CR相模線)

【参加費】主催団体一般 1ページ下段 参カロ費の案内参照
【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 小雨決行

を観て歩く 10キロ

6月 12日ω さかえ歩け歩けの会

條 劉 R本郷台
賢認珊 鋼

【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
(帰りは港南台駅誂 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】 く清水)TEL/FAX045-892-4575

開成町

8キロ

6月 8日ω  NPO法鸞 /録蓼簿禁簿機套

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 日急線新松田駅卿 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)～
1解 散】午前11時50分分頃 新松団駅(小鶴急線)

【参加費】県協会主管一般 1ページ下段参加費の案内参照
【閥い合わせ先】090-5312-0135(神奈川県歩け 大田)

‐
… … … |
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◇ガイ ドと歩 こう東海道 ―戸彗奮―

※ 20日 (日 )に も同コース  5.5km (半 日コース)

6月 12日 0。 17日 aD NPO法
人
現簿現″ ド

炉 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～冨塚人幡宮～お軽勘平碑 etc

【解 散】大運寺前 最終組は12時45分頃予定(大運寺前想 停
かりR戸塚駅までバス便多数。JR藤沢。大船駅へも便あり)

【参カロ費】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 wgocOm<HP>http://― .tokaido wgocom

【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川崎市ノjl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1090-4020-3407(野 田)

○多摩川を歩こう!横浜も歩こう再発見ウオーク 中区

横 浜 港 シンホ
ウ
ルタワ“へ 0000,1  7・ 13キロ

6月 13日 (日) かわさき歩け歩け運動連合会

横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 (Fx・付時間8時30分より)横浜公園噴水広場
(マスク着用願います)tlR根岸・市営地下鉄プた 関内駅5分)

【コース】横浜公園～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 ■ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先1 090-1113-3099(か わさき歩け 山崎)

NPO濃 人 神奈り|1県歩け歩け協会

◎健 康 ウオ ーキ ン グ教 室 中 区

6キロ104-②

6月 15日υり 欝鷲瓢咆剃霧翼
【本牧山頂公園コース】ウオ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

テランの力も大歓迎、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分横浜公国内(スタジアム横)(R関内駅3分 )

【参加費1500円 4ヽ雨決行 弁当持参
【解 散】JR藤 横浜駅 午後2時30分頃予定
【問い合わせ先1090-1534-6401(神 奈川県歩け 土居)

◎三水チャレンジウオーク
善 波 川 の 義 陽 花 散 歩 道

秦野市

7キロ

6月 16日αЮ
NPO法人神奈川県歩け歩け協会

主管ル ずヽみ歩け歩けの会

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。大根りll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)

1参加費】県協会主管一般 1ページ下段 参カロ費の案内参照
【問い合わせ先1090-2450-0678(神奈川県歩け 吉田)

◎厚木 日曜 (酒井グラウン ドコース)

ウオ…キングスクール44-A
6月 13 日(日) Ni鰊 貧舞憑諫場曇

毎回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 厚木公園一通称 :はとぽつぽ公園
(小 田急本厚木駅3分) (マスタ着用願います)

【参カロ費】500円 月ヽ雨決行・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)

「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。
1集 合】午前9時30分 月ヽ日急線 富水駅前広場 (トイレは駅で)

【コース】～森と水の公園～総世寺～小日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I午後2時30分頃 大雄曲線飯田岡駅

(マスク着用願います)(小田原駅へ乗車時間10分 )

【参カロ費】主催団体一般 1ページ下段 参カロ費の案内参照

【問い合わせ先】 090-3341-7574(西 湘歩け 1ヒ野)

国

７キロ
一

○西湘月例会

小 日 原 フ ラ ワ ー

6月 17日OЮ

小田原市

ガ ーデ ン   12キロ

西湘歩け歩け協会

◇葉 山 で欄 田 !自 然

6月 13日 (日)

葉山町

16キ●R

生き生きウオーキング
自然探索の会

「健脚コース1

16キロ

魏珈
◎県立公園チャレンジ〔相模湖公園〕

甲 州 古 遺 か ら 芸 術 の 道 ヘ

6月 18日0 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

tJJ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
gR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GR中央本線)

【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
【問い合わせ先】090-4611-4982(神 奈川県歩け 榎本)

相模原市緑区

8014キロ

醇輯黎黎光薇Ъ鵞鐙国帥
～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

三浦アルプスの尾根を堪能
JR東逗子 (解散IR逗子)

【問い合わせ先】090-4664-2304星野



2021年 6月 号 NPO法人 神奈川県歩け歩け協会

江ノ電沿いと海岸沿セ弩 らヽ切通しを歩き、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
(小日急 片瀬江ノ島駅3分)

【コース】広場～鎌倉高校駅～稲村ケ庵公園～極楽寺坂切通し
～御霊神社～鎌倉海浜公園～鎌倉駅西日

【解 散】午後0時 15分頃 鎌倉駅OR横須賀線、江ノ電)

【参加費】主催団体一般 1ページ下段 参カロ費の案内参照
【問い合わせ先1090-8947-9217(か まくら歴史 栗原)

IΨ事軍ぢ
6月 19日GD

珈 IF 興
一
一・

◇奥Ⅲ申時申響■■事幸口,雖ゆ馨拳 1初級コース

轟僣 曲 .   : 
雨天中止

stc湘南トレキングクラブ

【集合・出発】JR。 高尾駅北日 午前8時10分
小{ム行きバス 911■ (乗り場

"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・シュース
・

)

【予定●―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(京工線)  歩行距離■駐m

【問い合わせ先】電話・FAX 044-855-9390 解散15:00頃

携帯0902497-9008 (湘南トレッキンク・ 会本)

?鞘簿鵠‐:鑽寧簿■1響

胃渉爾靱島轟|し

6月 25日⑥ かまくら歴史ウオークの会

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 6月 23日ω

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。夏に向かつて、体力増強のために
頑張つて歩きましょう。(マスク着用願います)(昼食の設定無し)

I集 合】午前9時30分  港南ふれあい公園
(横浜市営地下鉄 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 東急線・市営地下鉄)

I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

【問い合わせ先1080-1264-2483(神奈川県歩け 森)

◎神奈狙の1錬道シリ■ズ|〔東京急行〕
機 のilll書構 ―を、1散 1歩

6月 20日 (日 )

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。
I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)

I解 散】午後0時30分頃 梶が谷駅(東急田園都市線)

I参加費】県協会主管一般 1ページ下段参加費の案内参照
【聞い合わせ先1090-5309-1486(神奈川県歩け 大菊)

‐
9,イド||:幸こ:●事海導 :|ず輩爾■  :
|ド 12=)lイ (本)に o同ヨッ |15km(半ロョース)

6月 20日 (日)    NPOり合奎う騨野ドの会
炉 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,暁  (マスク着罵願います)

I集 合】午前9時～9時30分 R横須賀線 戸塚駅階上改札西日
【コース】清源院～本陣跡～冨塚人幡宮～お軽勘平碑etc

【解 散1大運寺前 最終組は12時45分頃予定(大i~4寺前バス停
かbJR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― wgocOmく IIP>httpl//― .tokaidO― wgocom
IFAX1050-5865-0662(コ ンビニからはセプンイレブンのみ)

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

【問い合わせ先】090-4020-3407(野 田)

¨
　

県
歩

6月 24日 0ゆ NPO法人神奈メ|1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1午前9時30分 山崎公園(横浜市営地下鉄 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(横浜市営地下鉄)

1参加費】県協会主管一般 1ページ下段参カロ費の案内参照
【問い合わせ先1080-1264-2483(神奈り:1県歩け 森)

雅 曇7築iT雪ち
6月 23日ω

N'M鋼
1鍋蓼霧蓼簿勢套

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 橋本公園は 横浜線・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 上溝駅は相模線)

【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1090-4611-4982(神奈りll県歩け 榎村

ち務 署 覇 翌‐
1赫畿会場あぐり'国
ス
|    

。キロ

6月 26日0 NPO法人神奈川県歩け歩け協会
NPO法人東京都ウオーキング協会

隧瑕憫鬱爾蝿荀)_～
オリンピック記念公園～北緑地

【解 散】正午頃 1ヒ緑地(小田急線。片瀬江ノ島駅7分)

【参加費1神奈り|1県歩け歩け会・東京都ウオーキング協会

会員300円  上記以外の協会。一般 500円
【間い合わせ先】090-8947-9217(神 奈り:1県歩け 栗原)



2021年 6月 号

嘲 暇 1霧躍胃

6月 27日 (日)NPO菫鉤 蓼け蒙停房套
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、今日遊水地
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
～境メil遊水地公園～湘南台公園～

【解 散】午後0時■5分頃 湘南台駅篠 鉄線。
4ヽ田急線・地下鉄)

【参カロ費】県協会主管一般 1ページ下段参力1費の案内参照

【問い合わせ先1080-1373-6552(神 奈川県歩け 堀洵

弯智警1紗議・力‐ E醐
|■:ル 44■ B   壺

6月 127日 (日)  N長に延奪竃誘詳肇炉呻舅5
毎回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(脈拍を測つて運動強度を知ろう)

【集合】午前9時 厚木公園―爛称:はとぽつぽ公園
(小田急本厚木駅3分)(マスク着用願います)

【参加費1500円 月ヽ雨決行・昼食は不要
【解散】月ヽ日急線 座開駅 12時30分頃
【問い合わせ先】080-5540-9978(神奈川県歩け 一月D

NPO法人 神奈川県歩け歩け協会

踏響撃駐覇番纂計:

6月 29日υり
NPO法人神奈り:l県歩け歩け協会

主管 :厚本歩け歩け協会

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171ヽ田急線 秦野駅2分)

【コース】～弘法の清水～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1090-5312-0135(神奈川県歩け 大田)

?駐導 おlg絆ヶl・
■T

6月 30日 (お  N習瞥ィ鶏勢季智場芳参
帷子川の治水対策で警戒水位を越えた流水を横浜港に放出する
「帷子り:1分水路」隧道の入口を通り、陣が下渓谷では林のすかを歩
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 麟 峰駅)

Iコ‐ス】鶴ヶ峰公園～帷子川親水公園～帷子川分水路～
欄谷公園～陣が下渓谷～上星り!1駅

【解 散】正午頃 上星川駅(相鉄線)

【参加費l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)

媒勝ギ1膚11轟品昌黒亀蔵亀Ъ

かもめカード完歩者名簿  2021年 令和3年 1月～4月
原 栄子 (厚本市、37520km/3060回)原 義和 (厚本市,36752施 /2955回)星 J:1悠紀子(横浜市磯子区、32367km/2580回 )

大村勝銅 (横浜市泉区、29521km/2140回)東城 充(横浜市栄区、27638kげ2210回)長谷川明彦(相模原市南区、23362kin/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、2086鰍ノ1710回 )

清野米子 (綾瀬市、195491cm/1515回 )高橋光慶(横浜市磯子区、18941km/1590回 )石原秀和 (横浜市旭区、18746km/1620回 )

':1尻

千恵子 (海老名市、18737b/1590回 )岩田宣枝 (平塚市、16998km/1425回 )皆川農二郎(横浜市栄区、16069km/1380回 )

渡部末吉 (奏野市、16021km/1275回)芝田誠二(横浜市旭区、15692b/1260回)上条明子 (座間市、15130km/1320回 )

菅原時子 (厚本市、14567h/1260回 )松田義久(横須賀市、12459h/1050回)海老沼修―(横浜市金沢区、11663km/980回 )

浅冨淑彦 (横浜市港北区、11477km/990回)見玉仙三 (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)Jヽ林 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、7571b/630回 )福島 裕 (横浜市神奈川区、711lkln/600回 )

堀金公雄 (相模原市緑区、6603km/540回)渕上康彦 (厚本市、5223施/450回)本多文子 (夕 1!崎市りll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、2387b/210回 )

高本具千子 (横浜市瀬谷区、20041m/585回)園倉勝江 (横浜市都筑区、14891e/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 迫悼文
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 に神奈り:1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

様濡動混簾霧鯨翁甲で篠滅鷺鷺鶏晉夢計毎(58f7軒罠場3騒彗輩 撻ぎ
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「自宅に近くになつた」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。

6      2021年 4月 23日  NPO法人神奈り:1県歩け歩け協会 会長 前川吉和
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