
NPO法人 神奈川県歩け歩け協会 2022年 1月 発行  294号

※緊急のお知らせ :1月 22日 (上)大和駅集合の健保連はコロナ感染の為中止です。

NPO法人神奈川県歩け歩け協会 理事長就任のご挨拶

既にご承知の通り、前理事長の高坂徹が 10月 に死去されました。その後任に理事会

の承認を経て、私吉田 茂が後任の理事長につくことになりました、何分コロナ禍等の

影響で引継などが殆ど出来ない状況での就任となりました。会員の方スタッフの方々

にご迷惑をお掛けしますが、精一杯努めて行く所存です。宜しくお願い致します。

◎健康ウォーキング教室       中区
108-①   6キロ

2月 1日0り   撫諷 鱚貧雲煽場楊曇
主管:力ちめウォーキングアナデミー

【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持久力測定②ストレッチの必要性③靴の履き方
【集 合】午前9時30分横浜公園内(スタジアム横)GR関内駅3分)

【参加費】500円 ′1ヽ雨決行 弁当持参
【解 散】」R根岸線、市営地下鉄桜木町駅 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)

◎湘南チャレンジ〔茅ヶ崎市〕       茅ヶ崎市

小出川の観梅          12キ ロ

2月 4日⑥  躍ξ今暫蟷粥F'鷲
早咲き。遅咲きの観梅で早春を感じましょうc

(マスク着用願います )

I集 合】午前9時30分 茅ヶ崎中央公園σR茅ヶ崎駅7分 )

【コース】～中央公園～観梅～鶴嶺第二公園～田端スポーツ公
園～馬入水辺の楽校～馬入ふれあい公園～八幡山公
園～平塚駅

:解 散】午後1時 30分頃 」R平塚駅CR東海道線)

【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1090-8947-92■7(神奈メ!:県歩け 栗原)

○いずみリフレッシュウォーク★☆

瀬谷富士から泉富士ヘ

2月 3日0ゆ

◎ファミリーコミュニケーションウォーク  大和市

泉の森 冬模様        8キ ロ

2月 6日 (日)1助驚亀|{魃

尋蜀亦譲甦罫蒻雪
台湾亭、しらかしのいえ、郷土民家園等ぐるりと廻り見学します。
1集 合m｀ 彗手ド

こ
電凩督馨街ぷ♂

急大和駅1分 )

【コース】ふれあい広場～大和トンネル～ふれあいキャンプ場～
安宅家の人々(案内板)～せせらぎ広場～釣り堀横～ふれあいの森
【解 散】午後0時20分頃 大和駅(相鉄、小田急)

【参加費】一律300円 (高校生以下無料)饉″押印します)

【問い合わせ先】09針2450-0678(神奈川県歩け 吉田)

045-210 8230 (神 奈り‖県/学校支援課)

回
帥一

いずみ歩け歩けの会

ピーンと張りつめた大気に雪を冠つた富士山が浮かび上がります。
瀬谷区の高台から泉区の里山から、この時期だけの霊峰を望みます

(マスク着用願います) (昼食時間なし)

【集 合1午前9時30分 ニツ橋公園(相鉄線 三ツ境駅7分 )

【コース】～阿久和富士見小小金台公園～小金山～小林園～
大久保原縄文遺跡跡～いずみ台公園～富士塚～あやめ公園～

【解 散】午後0時30分頃 いずみ中央駅(相鉄 いずみ野線)

【参加費】主催団体一般 1ページ下段 参無費の案内参照
【問い合わせ先1090-2450-0678(い ずみ歩け 吉田)

【マークの説明】日の中は、58カ所市町村EXI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。
O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 力田費 の 案 内 に つ い て 】 次のよ引こ案内しているものは、取り扱いカミ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300円 /当日受付500円 (誰でも参加できます)

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 :https:′ /kanagawaaruke.jp



◇三浦半島最高峰として知られる
:         大楠山

2月 7日 0→ ■c湘南トレッキングクラブ

【集合・出発】JR・ 横須賀線 衣笠駅 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】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)

【予定コース】衣笠駅→衣笠山公園→衣笠城址→大楠山→
前田橋バス停
歩行距離 13km 解散15100頃

【問い合わせ先】電話・FAX 044-855-9890
携帯090に 2497-9003 (湘南トレ着 ンタ・ 会本 )

◎
蘊 鱚 WT響万

側
習

2月 8日 0り
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

岸根公園を半周し、環状2号線を通り、新横浜駅前公園の南端より
北端迄約21mを鶴断し太尾公園を経由、大倉出梅林で梅の香りに
酔いながら大倉山公園で解散。 (マスク着用願います)

2022年 2月 号

○みどりto自然toウォーキング〔※11〕

市民の森の山道歩き

NPO法人 神奈川県歩け歩け協会

◇翼鶴半島めぐリコース

2月 10日偶Ю

真鶴町

10キロ

箱根町歩く会

約15万年前に噴出した溶岩でつくられた真鶴半島。クスノキの原生
林等の森林遊歩道から、三ツ石海岸を歩き、海上の安全を祈念する
貴船祭の行われる貴船神社、源頼朝が安房国へ脱出した際に身を
隠した「しとどの窟」などを見て真鶴駅まで歩く。

謄_男 峰淵馨 翼 貴麿属こそ譴塁薇暑庵菖≧駅
【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 ※帰路 真鶴駅からJR rll用

当日間い合わせ :1,TEЮ 46∈8テ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

◎横浜 18区チャレンジ0農 6》

港南区ふれあいウォーク
回
帥一

【集 合】午前9時30分 岸根公園(市営地下鉄岸根公園駅6分 )

【コース】～環状2号線～新横浜駅前公園南端～同北端～
太尾公園～大倉山梅林～(昼食の設定は有りません)

【解 散】正午頃 大倉山公園(東急東横線 大倉山駅5分 )

【参加費】県協会主管一般 ■ページ下段 参力1費の案内参照
【問い合わせ先108卜1264-2483(神奈川県歩け 森)

回
”一

回
帥一2月 9日の

◇早春の公園ウォークを      金沢区
楽しみます  12キロ

○海の手半島ふれあいウォーク
市民活動参加ウォーク

2月 12日ω 横須賀歩け歩け協会

甦 耗 翻 鑽 撃
三笠公園～市民サポートセンター (昼食不要)

:解 散】午前11時 30分頃 市民活動サポートセンター
(京浜急行 汐入駅3分 )

【参加費l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】090-1264-2541(横須賀歩け 前りll)

回
脚一生き生きウォーキング

自然探索の会

2月 11日 磋扱・ むO NPO法
人神奈川県歩け歩け協会

主管 :みどリウォーキングクラブ

(マスク着用願いまつ 台駅を変更)

【コース】上永谷駅前～丸山台公園～舞岡高校～ふるさと村「虹の
家」～熊の堂～舞岡小学校～舞岡駅

【解 散】正午頃 舞岡駅(横浜地下鉄)昼食時間は摂りません
L参加費l県協会主管一般 ]ベージ下段 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)

○西湘月例会

梅の香りに誘われて

みどリウォーキングクラブ 2月 11日

“

≧・械 西湘歩け歩け協会

三保市民の森を縦断。冬枯れの森の山道を、落葉を踏み締め歩き

讃
S蓉
デ寧山邑最発雰塾亀曇建象捺鶴髪纂針ず:孫場卿

(マスク着用願います)

【コース】中里公園～新治市民の森～三保市民の森 (プロムナード

解茉撃覆離薦 キロ鶴鯰趙蝙
味俎～

【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(みどリウォーク仲田)

区画整理された、住宅地を歩き、舞岡ふるさと村「虹の家」で休憩。
その後大規模な市営墓苑の開発が進む山の麓を歩きます。
:集 合】午前9時 上永谷駅 横浜地下鉄 (注。年間計画の港南

曽我の冬の風物詩、咲き誇る紅梅・白梅。しだれ梅など新春ならでは
の梅花三味に浸って見ません力、  (マスク着用熱 まヽす)

【集 合】午前9時30分 梅の里センター前広場
蜘 殿場線 下曽我駅1分 )

【コース】～原梅林～穂坂家のしだれ梅～城前寺～瑞雲寺(中河
原梅林)～上府中公園(昼食)～梅の里センター

【解 散】午後1時50分頃 下曽我駅CR御殿場線)

総ll魏夢 £議がぶF繁茉舅鯖廂
照

2月 9日鋼Ю
横浜金沢区の公園を巡り、早春の香りを味わいます。富岡総合公園
の春の息吹、直木賞の直木三十五の墓所。野日英世が活躍した研究
所等通過し、ゆっくり「みちくさ歩き」をたのしみます。

日饉 鰊 ざ 癬 慶̈ 螂
l後ヵ口馨l瑾巳看会暑          

～海の公園～

IF.lし 沿 わそ打 ちf漁 ボ :£
『

量∫
当 飲料水など



20燃議年 2月 号

〇笑顔・みんな元気さがみはら3-⑪

初春・ 梅花書る相慎原北公園

2月 12日GD さがみはら歩け歩けの会

NPの巖人 神奈り|1県歩け歩け協会

◇吾妻山～みかんの丘を
曽我梅林ヘ

2月 13日 (日 )
生き生きウォーキング

自然探索の会

菜の花越しで富士山の展望を楽しむ吾妻山から、みかんの丘を越え
て梅林へ。健脚コースですが・春を楽しむ一日。鳥が歌い。友が集う
里山コースです。 (マスク着用脚 まヽす)

:集 合]1午前8時30分 JR二宮駅 健脚コース
【コース】¨ 神社～みかんの丘～六本松～曽我梅林ヘ

3寺30分頃 JR国府津駅
「春・河津桜と絶景の自富士は格別!!!」

狩・小網代の森へ自然満喫のコースです
東急三浦海岸駅 少しハード 18キロ
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

國
帥一

珀轟釉鱚倉鏃濶 ポ類の梅の

合 |

加費

動
牒
惨

◇ガイドと歩こう東海道 ‐日本構―

※20日 (日 )にも同コース

2月 12日ω、17日CЮ
NPO法人東海道
ウォークガイドの会

【都ヽ合わせ知o804鯛髪「雇発Yド
の会宛

鰹1暑塵彎蝠撤忘 ∫L)

◎川崎七区チャレンジ〔高津区〕
高津の歴史と八景2

2月 13日 (日)
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

雷言暮「編 電攘緊謳嘉轟に」:ダ鵞溌群裂広場

【問い合わせ先】090-1113-3099(神 奈川県歩け 山崎)

◎厚木日曜【林神社Ⅱコース】
ウォーキングスクール 48‐ A

2月 13日 (日 )
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 ;力ヽめウォーキングアカデミー

◎神奈川の鉄道シリーズ〔小田急線〕
早春の諏防の原と丘陸里山を歩く

2月 15日ω NPO法人神奈川県歩け歩け協会
主管 :厚木歩け歩け協会

暑詔図態喜艶3F紺跡隋 罹雀翻L
料、保険証等必要)(駅にてトイレ済ませてください)

悸_剣 t更卵薫場宋課 籾 螺躙 じヮ_

【″翡軍覆舞騒卜鼈 温.月、田轟討
ク着用願いずす)

【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
108-②

2月 15日0り
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:かもめウォーキングアナデミー

【山下公園コース】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。

ま趙爾鮮∞諄儡馘)

誦υttL働♂亀♂島:乳騎躙集箱:寵曇〕電葉
「

国
帥一

国
御一

回
帥一

◎神奈川の鉄道シリーズ〔東京急行〕   1神奈り|1区
|

せせらぎの道から層場花木回   9キロ

2月 14日朝) Nttξ盤禦I曇規墓鍵藝套
神奈メII区の公園を渡り歩いて、新子安公園から菊名へ。
I集 合】午前9時3(溺卜新子安公園 (マスク着用願います)

【コース】

【解 散】

(JR京浜東北線、新子安駅・京急新子安駅5分 )

～子安台公園～神の本公園～馬場花木園～
入江川せせらぎ緑道～菊名駅

午後0時30分頃 菊名駅 (東急東横線・JR横浜線)

(昼食不要)

【参加費1県協会主管一般 ■ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】090‐ 5309‐ 1486(神奈′:1県歩け 大菊)



大山街道・矢倉沢往還を海老名市から厚本市へ富士山。大山を眺め
て寄り道ウォーキングを楽しみます。(マスク着用願います)

【集 合】午前9時30分 海老名中央公園
OR、 小田急、相鉄、海老名駅2分 )

【コース】～河原口交差点～厚木ハ・スセンター～旭町4丁 目～三嶋神社～
酒井青少年広場 (昼食)～小田原厚木道路片平交差点～宮前公園～

【解 散】午後1時 15分頃 愛甲石田駅(小 IE急小田原線)

【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】09o‐ 4611‐4982(神奈川県歩け 榎本)

2③露2年 2月 号

◎県央一月チャレンジ〔海老名市〕    酵 市

大山街道を歩こう(3/4)・ 海老名市 11キロ

2月 16日ω

NPO法 人 神奈り|1県歩け歩け協会

小雨決行

14キ ロ

さかえ歩け歩けの会

」R本郷台駅前 午前9時  (マスク着用願います)

金沢文庫・称名寺 午後3時
※一次解散 ののはな館 (10キロ程 12時頃)

会員200円 他会員300円 一般500円 (どなたでも)

本郷台駅前→いたち川→長倉→横浜自然観察センター
→大丸山→ののはな館→能見堂跡→称名寺八角堂→

称名寺院内 (解散)→

最寄り駅 金沢文庫駅 海の公園柴口(シーサイドライン)

◆いたち川を上流に向かつて歩き、横浜自然観察の森へと。
区境の尾根道から残された金沢の緑地帯を歩きます。

【問い合わせ先】(清水)TEL/FAX045-892-4575

◇梅便りの能見菫麟
称名寺を歩く

2月 19日GD

○青空と緑の自然ふれあいウォーク 03‐⑪  中区

根岸の二の梅林を賄ねて     7キ ロ

2月 20日 (日) 横浜歩け歩け運動連合

ぼちばちと歩いて、根岸競馬場跡地で、梅林を散策
1集 合】午前9時 大通り公園 (石の広場)(マスク着用願いまつ

(lJR根岸線、関内駅南口2分 }

【コース】～元町～中華義荘～根岸森林公園～根岸外人墓地
～山手駅 (昼食不要)

【解 散】午後0時30分頃 山手駅CR根岸線)

【参カロ費】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1090‐ 5309‐ 1486(横浜歩け連合 大菊)

◇ガイドと歩こう東海道 ―日本構‐ 約5.8km

※12日 (土 )、 17日 (本)にも同コース

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

鎌倉市

12キ ロ

かまくら歴史ウォークの会

NPO法人神奈川県歩け歩け協会
主管 :いずみ歩け歩けの会

合
散
　
費

ス

集
解
　
獅
一

○力接くら散策〔切通し〕
如月の大仏切通じ

2月 17日ω

2月 18日G沙

如月の街並と尾根を歩いてみませんか。すばらしい眺望に遭うことを
願1ヽましょう。 (マスク着用懸 まヽう
【集 合】午前9時30分 湘南モル ール線 大船駅横広場

OR。モル ール線 大船駅2分)

【コース】広場～深沢行政センター～笛田公園～大仏切通し～
一向堂公園～鎌倉駅西日

【解 散】午後1時頃 鎌倉駅CR横須賀線。江ノ電)

【参加費】主催団f4-般 1ページ下段 参加費の案内参照
【問い合わせ先】090‐8947‐ 9217(なまくら歴史 栗原)

◎神奈川の鉄道シリーズ〔相模鉄道〕

臓だまりの鴨居路
□
帥一

春待つ推子りII親水公園から高台の新井町公園を訪ね、鳴居、菅田
の古道を鴨居市民の森を経由して、鳴居駅までの午前中ウォーク

(昼食時間摂りません)(マスク着発懸 います)

【集 合】午前9時30分 鶴ヶ峰公園(相鉄線 鶴ヶ峰駅5分 )

【コース】～下自根信号～新井町公園～竹山橋～辻山の庚申塔
～鴨居市民の森～市民の森一周～鳴居公園～

【解 散】午後0時10分頃 鴨居駅OR横浜線)

【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1080‐ 1373‐6552(神奈川県歩け 堀沢)

◎県立公園チャレンジ〔東高根森林公園〕  多摩区

早春の県立東富根森林公園    8キロ

2月 19日0  翼鍬蟹選套〃曇亀藝薩璧
多摩丘陵の長尾の里から東高根遺跡と多くの谷戸の残る県立公園
を散策します。 (昼食時間設定無0 (マスク着用腰います)

【集 合】午前9時 (受付8時30分より)二ヶ領せせらぎ館
GR南武・小日急線登戸駅10分 )

【コースIせせらぎ館前～長尾橋～切通し～長尾神社～五所塚第
一公園～東高根森林公園～延命寺～駅

【解 散】午後11時40分頃 溝の口駅
CIR南武。東急田園都市。大井町線)

【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法人東海道
ウォークガイドの会

湯河原町

12キ ロ

NPO法人神奈川県歩け歩け協会
主管 :西湘歩け歩け協会

2月 20日 (日 )

※箱根駅伝スタート地点から日本橋周辺をガイドと散策します。
【集 合】午前9時～9時30分 JR東京駅 丸の内北口
【コース】将門塚～常盤橋～日本橋～千葉道場跡～新橋停車場跡etc

【解 散】午後0時30分頃 (最終班)旧新橋停車場跡にて解散予定
最寄駅  JR新橋駅 (徒歩7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】FeCtOkaido wg.com〈HP〉http://―.tokaidO― wg.com
【F A X1 050-5865-0662(コ ンビニからはセブンイレブンのみ)

1は がき】〒210-0025夕 ll崎市りIl崎区下並木 ■1-5-1-906
東海道ウォークガイドの会 宛

【F.5い合わせ先】080-4815-1570(野 田)

◎かながわWEST〔湯河原町〕

湯の里漏河原史跡巡 り

2月 21日鯛)

湯河原町は大正15年に土肥村から改名された比較的新しい町。
その居城のあった土肥氏の治めてめていた古跡と歴史を巡り往時
を偲びます。 (マスク着用願います)

【集 合】午前9時30分 御庭公園呻 道線 湯河原駅5分 )

【コース】～福泉寺～天寿院～保善院～泉公園(昼食)～椿寺～
万葉公園～五所神社～

【解 散】午後2時30分頃 湯河原駅腋 海道線)

I参ヽ 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 1ヒ野)



2022年 2月 号

◇編襲露。足輌平野―望

曽我丘陵

2月 21日朝) stc湘南トレッキングクラブ

躊1嚇 傘曇幾数,語贄撃疑褥 ξ
齢→

抒定コJ酪顔蜀論盤」ヂ罐♂解X課ず
雲稗鯖 ittr付属蟹見解慰鑽

線。相模金子駅
【問い合わせ先】電話・FAX 044-855-9390

携帯090-2497-9008 (湘 南トレッキング 会本)

○花と水辺と祭リウオーキング
富士山と河津桜と菜の花と

後援 ;厚木市議会歩け歩け議員連盟
厚本歩け歩け協会

NPO法 人 神奈川県歩け歩け協会

］」
◎県央=周チャレンジ〔愛川町〕

春の中津往置と吊る し雛

愛りl:町

6・ 15キ ロ

回
帥一

回
帥・

国

卸
一NPO法人神奈川県歩け歩け協会

主管 :横須賀歩け歩け協会

回
帥一

国
帥一

欝瑕 隋 輻 蓼
脇口翻重亦汎必琴顎翔申晰趾

騎～

【問い合わせ先108卜■264-2483(湾ざわ歩け 森)

2月 22日oo

蛛 夕 抵 (易乗通肇
=蟄

和する抜群の景観

【集 創 午前9時3吟 精匈 』 譜
)嗜 猪 用願いまう

レ_対 罐轟甥識鵜踏咆饉騨雛露
解削ギ蝙 書臨 蝙 )〔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)

◎三浦半島ぐるり

三浦の河津桜

2月 23日ω
京浜急行三浦海岸駅から二崎口駅間の咲く河津桜鑑賞ウォークで
す。 (マスク着用願いまう  (昼食不要)

喬_剣 纏篇鶴現餞 鑢鋏
'効

三浦海岸駅
【解 散】午前11時30分頃 三浦海岸駅(京浜急行)

円暮λ戯含浦乱塩
ジ
朧盆購tF勒響

○自然観察ウォーク o3-11
根岸森林公園の梅

2月 24日

"
かなざわ歩け歩けの会

2月 25日儘υ
NPO法人神奈り|1県歩け歩け協会

主管 :さがみはら歩け歩けの会

春を迎えた中津郷を辿り古民家山十邸の吊る囃 を見物し雅な日本
の原風景を楽しみます。 (マスク着用願いまう
【集 合】午前9時30分 相武台下駅前広場は 相模線)

【コース】～観光休憩所あらいそ～座架依橋～①あつぎ郷土博物
館(昼食)～古民家山十邸～上ノ原公園～昭和橋～
当麻東原公園～

【解 散】午後2時 35分頃 ②原当麻駅CR相模線)

【参撫費】県協会主管一般 1ページ下段 参撫費の案内参照
【問い合わせ先】090‐4611‐4982(神奈川県歩け 榎本)

◎健保連かながわ100キロウォータ

瀬上市民の森散策

健康保険組合神奈川連合会
2月 26日 oc) NPO法 人神奈川県歩け歩け協会

自由歩行  憾 染対策)(マスク着用願います)

【受付。出発】午前9時より受付後順次出発、最終締切午前10時
【集合地】港南台西公園CR根岸線港南台駅4分)(公園にトイレなし
【コース】～港南台5丁 目信号～瀬上沢入口～瀬上池下広場～
いつしんどう広場～甘沼広場～磯子ゴルフ場 ゴール後自由解散
【ゴール】午後0時30分迄に 洋光台南公園鰊 根岸線洋光台駅6分
参加費1200円健保連神奈川連合会会員(ブルーの会員.‐■: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。

【問い合雷薯聾〒覗彗司』醸海逸83僻奈り::県歩け森)

◎神奈川の鉄道シリーズ〔相模鉄道〕

小さい春見つけよう

2月 27日 (日 )
NPO法 人́神奈り|1県歩け歩け協会

主管:いずみ歩け歩けの会

光も風も春めいて来ました、保土ヶ谷公園の梅園から銀杏並本を過
ぎると、常盤公園の上りです。横浜国大前、三ツ沢公園、沢渡中央
公園までのウォークです。(昼食時間無し)(マスク着用願います)

【集 合】午前9時 星川中央公園 (相鉄線 星川駅南口5分 )

【コース】～保土ヶ谷公園・梅園～和田2丁 目信号～常盤公園～
横浜国大前～三ツ沢公園～沢渡中央公園～

【解 散】午後0時 10分頃 沢渡中央公園(横浜駅西口5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‐ 1373‐6552(神奈川県歩け 堀沢)

◎厚木日曜【F5沢橋Ⅱコース】
ウォーキングスクール 48‐ B

2月 27日 (日 )

後援 :厚本市議会歩け議員連盟
NPO法人神奈川県歩け歩け協会
主管 1カヽめウォーキングアカデミー

毎回歩けに関する基礎知識と楽しいウォァキング(6～ 8キ .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】健康は自己管理 (健康は食用油から?)
【集 合】午前9時 厚木公園一通称: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 月ヽ雨決行・昼食は不要
【解 散】」R相模線 Fヨ沢橋駅 12時30分頃
I問い合わせ先1 080‐ 5540‐9978 (神奈J:l県歩け 一ノ瀬)



2022年 2り弓号 NPO法人 神奈j:1県歩け歩 :す協会

○かまくら散策〔札所〕

鎌倉の二十四地蔵尊めぐり⑤ 2月 28日偶) 力まく強 ウォー彰″
`γ

餐国帥一観梅を行いながら、ゆつくりと地蔵尊を巡りましょう。御朱印:ま、扱いませんので、ご了承下さい。昼食場所:ま設定しませんので、解散後各自

摂つて下さしヽ 1 (マスク着用願いま→ (昼食時間は設定しません)

【集 合】午前9時30分  鎌倉海浜公園(江ノ電 由比ヶ浜駅)    【解 散】午後0時20分頃 鎌倉駅0麟須賀線。江ノ電)

【コース】公園～極楽寺～光明寺～安養院～延命寺～鎌倉駅
【参カロ費】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1090-8947-9217(かまくら歴史 栗原)

0神 奈 川 全 市 区 町 村 完 歩 者 名 簿 2021年 令 和 3年 12月

渡辺 晃 様(厚本 市)山口 かよ子 様(相模原市中央区)稲垣 昭子 様 (綾瀬市)阿部 宗男様(大和市)

皆様=筋カトレーニングをしましょう : No.6

体幹の トレーニング続編

● かもめカード完歩者名簿 2021年 令和 3年 12月

関根篤子 (茅ヶ崎市、36821km/2940回)大村勝期 (横浜市泉区、30330km/2230回)篠原和雄 (川崎市幸区、27559km/2235回 )

田中年子 (横浜市南区、25972km/2160回)伊藤洋子 (川崎市官前区、24577km/1980回)山本好美 (横浜市金沢区、23769km/1895回 )

倉澤佳子 (横浜市磯子区、21164km/1740回)石原秀和 (横浜市旭区、19884km/1740回)皆川慶二郎 (横浜市栄区、16647km/1440回 )

上条明子 (座間市、16256kげ 1440回)芝田誠二 (横浜市旭区、16253km/1320回 )浜田秀人 (横須賀市、15946km/1350回 )

菅原時子 (厚木市、15431km/1350回)自崎清菫 (横浜市戸塚区、1507録″/1095回)松田義久 (横須賀市、二
"87kln/1140回

)‐
浅冨淑彦 (横浜市港北区、11992km/1050回 )見玉仙三 (横浜市金沢区、11251km/975回)4ヽ林 茂 (大和市、10643km/960回 )

莉原佐内 (横浜市戸塚区、10133km/870回)矢野正美 (伊勢原市、8632km/720回)藤松 薫 (相模原市中央区、8146b/690回 )

坂本 勉 (横浜市鶴見区、7498km/690回)成瀬利之 (横浜市泉区、7416km/600回 )堀金公雄 (相模原市緑区、721lkm/600回 )

鈴木誠次 (横浜市港北区、6351km/510回)赤石篤令 (横浜市旭区、5612km/470回)綱島好夫 (綾瀬市、5434b/420回 )

本多文子 (川崎市り:1崎区、4896km/420回)江川和子 (横浜市磯子区、4696km/450回 )平川 恵 (伊勢原市、3975km/330回 )

橋場宏行 (相模原市緑区、3885km/330回)安部恵美子 (相模原市中央区、3742b/330回 )稲垣昭子 (綾瀬市、3644km/360回 )

重日昌利 (横浜市保土ケ谷区、2467km/240回)真壁成― (川崎市官前区、2310れ /420回 )森崎―実 (横浜市旭区、2090km/211回 )

出崎 勉 (川崎市り!1崎区、1625kn1/180回 )渡辺洋子 (横浜市保土ケ谷区、1365km/120回)杉林堅世 (東京都三鷹市、1106km/90回 )

藤漂澄子 (厚本市、950km/90回 )櫛原光裕 (横浜市西区、536ka1/60回 )明星富美子 (横浜市港北区、378km/60回 )

本多政子 (横浜市港南区、376kln/60回 ).(敬称省略)

・両手を広げ、片足を

上げ、バランスをとり

ます。

・膝をできるだけ高く上

Iザ、姿勢をキープ。

・30秒間を目標にしま

しょう。

L_____… …………………――――…………………‐――…………"― ―――――……………――――

・スクワットの姿勢で腰

を落とし、膝が 90度

になるところで姿勢を

キープします。

・30秒間を目標にしま

しょう。

より効果を上げるには千口幕二与五正電て
グを

・スクワットの姿勢で腰を落とし、膝が90度になるところで姿勢を10秒程度キー

プします。
・立ち上がるとき、膝はまっすぐ伸ばさず80%位置をキープし、再度、スクワットの

姿勢で腰を落とします。これを5日程繰り返します。


