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よこはまウオーキング協会 ２０１９年３月号 

YWA ホームページアドレス   新 URL http://kanagawaken-wa.sakura.ne.jp/ywaindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０１日（金）   『イヤーラウンドフリーウォーク』              １１ｋｍ              

０９日（土）   『お孫さんと歩こう（羽田空港を見に行こう）』      １０ｋｍ         

２７日（水）   『シドモア桜と大岡川桜祭り』 （公園シリーズ①）   １４ｋｍ   

                                                                        

今年もマナーの良いウォーキングを実践しましょう！                

歩行中は道いっぱいに拡がらず、片側を空けて歩きましょう！ 

<本牧山頂公園 ヨコハマヒザクラ> 

【通常例会】 
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１日（金）   

       『イヤーラウンドフリーウォーク』 

       自由歩行       １１km 

 

  ☞ イヤーラウンド １１ｋｍを歩きます 

☞ 歩きたくなる道「５００選」神奈川-02 

※トイレは駅構内でお願いします。 

 

いつでも、歩きたい時に、地図を見ながら定め

られたコースを自由に歩いて IVVの記録認定を

得られるのが“イヤーラウンド(通年)コース”で

す。この機会にぜひ YWA のイヤーラウンドコ

ースを一緒に歩き体験しましょう。 

   

集 合： 東横フラワー緑道入口（YWA事務所前） 

  ※トイレは駅で 

（横浜駅きた西口 ７分、 

京急神奈川駅 ３分) 

受 付： ８：５０～９：２０   出発式： ９：３０ 

コ－ス： 青木橋→神奈川公園→中央卸売市場→

臨港パーク→パシフィコ横浜→万葉倶楽

部→カップヌードルミュージアムパーク→

海上防災基地→赤レンガパーク→象の

鼻パーク→山下公園→横浜中華街→横

浜スタジアム→日本丸メモリアルパーク

→グランモール公園 

    最終ゴール場所・時間：  

東横フラワー緑道入口（YWA事務所前） 

１３：3０まで 

    担  当： 湊谷 哲雄     

 

    

９日（土）  

    『お孫さんと歩こう（羽田空港を見に 

行こう）』             １０ｋm  

 

 

毎年恒例の“お孫さんと歩こう”です。今年は子

供たちの好きな飛行機を見に羽田空港に行きます。

羽田空港展望台デッキからお孫さんと一緒にお弁

当を食べながら、大空を行き来する各国の飛行機

を眺めてみましょう。 

 

集 合： 川崎 稲毛公園（JR/京急川崎駅１０分） 

受 付： ８：５０～９：２０   出発式： ９：３０ 

コ－ス： 多摩川土手→大師祈祷殿→大師橋→ 

環状八号線 

    解 散： 羽田国際線ターミナルビル前（京急線 

羽田国際線ターミナルビル直結/東京 

モノレール羽田空港国際線ビル駅 

直結） １２：3０頃           

担 当： 森 博     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加費の記載のない例会は、会員

200 円、ＫＷＡ会員 200 円、他協会

300円、一般 500円です 

 

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 
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２７日（水） 

『シドモア桜と大岡川桜祭り』 

(公園シリーズ①) 

             １４ｋｍ 

 

 

横浜公園を出発後、人通りも少ない朝の中華街 

を抜け、里帰りしたシドモア桜の接木から大きく育 

った川沿いの“シドモア桜”の横を通って外国人 

墓地へ。東京とワシントンの桜の架け橋となった 

「シドモア女史」の墓碑の傍らの“シドモア桜”を 

見ながら献花・黙礼後（注：墓地に入場されない 

方は墓地を迂回）、港の見える丘公園で小休止。 

その後、横浜緋桜（原木）の名所・本牧山頂公 

園、根岸森林公園（昼食）を巡り、「大岡川桜祭 

り」の会場（大岡川沿い）を歩き、ゴ－ルの福富町 

西公園を目指します。ゴ－ルで記念品を用意 

していますのでお楽しみに！ 

 なお、外国人墓地は、ボランテｲア活動で維持 

されており、入場時には２００円以上の寄付をお 

願いしています。例会集合時に募金箱を用意し 

ますのでご協力をお願いします。 

 

集 合： 横浜公園 

（ＪＲ根岸線関内駅南口/地下鉄関内駅３分） 

受 付： ８：２０～８：５０   出発式： ９：００ 

コ－ス： 中華街→外国人墓地→港の見える丘公

園→本牧山頂公園→根岸森林公園（昼

食）→阪東橋公園 

    解 散： 福富町西公園   １４：３０頃 

（ＪＲ京浜東北線桜木町駅 

/京急線日ノ出町駅） 

担 当： 永田 文夫   

 

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤ 

     

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤  

 

◆４日（木）       

 『江川のチューリップを見に行こう』 

   ①１０ｋｍ ②１５ｋｍ 

集合： 葛が谷公園（市営地下鉄グリーンライン 

都筑ふれあいの丘駅７分） 

受付： ８：５０～９：２０  出発式：９：３０ 

   解散： ①鴨居駅（JR横浜線）１２：３０頃 

②都筑ふれあいの丘駅（市営地下鉄グリ

ーンライン） １４：００頃 

 

◆１６日（火）  

 『旭区の公園巡り』（公園シリーズ②） １０ｋｍ 

  集合： 鶴ヶ峰公園（相鉄線鶴ヶ峰駅５分） 

受付： ８：５０～９：２０ 出発式：９：３０ 

   解散： 二俣川駅（相鉄線）１３：３０頃 

        

◆２６日（金）  

    『大桟橋に大型客船を見に行こう』  １０ｋｍ 

集合： 横浜公園 

（JR根岸線関内駅南口/地下鉄関内駅３分） 

受付： ８：５０～９：２０ 出発式：９：３０ 

    解散： 山下公園（大桟橋側）  １２：３０頃 

（JR根岸線関内駅２０分/みなとみらい線元町 

中華街駅３分） 

 

       ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇      

☷☷☷ 例会報告 ☷☷☷ 

 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  

☞1 月１６日（水） 晴れ １０ｋｍ  

『いたち川・柏尾川の探鳥ウォーク』 

集合場所の本郷台駅前公園は、集合時刻には 

結構な陽射しにもかかわらず冷たいビル風があり、

多少寒かったかと思いますが、300余名という 

大勢の方にご参加頂き、歩き出してからは風も 

おさまり、陽射しもあり、まずまずのウォーキング 

日和に恵まれました。大小のいたち橋、新橋、 

いたち川橋と渡り、最後鎌倉街道笠間大橋を 

渡って、柏尾川畔に降り、金井公園・金井遊水池 

を目指しました。 
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暖冬のためかいつもより鳥の種類も数も少なかった

ようですが、オオバン、コサギ、ゴイサギ、アオサギ、

カワセミ、ウミネコ、マガモ、小ガモなどがのんびり泳

いだり、飛んだりするのをみることができました。 

 

☞1 月２６日（土） 晴れ   

『第１７回湘南江ノ島１８海里』 

１２ｋｍ、１９ｋｍ、３４ｋｍ 

当日は、今年最も寒くなるという予報の通り早朝は 

１０度を下回る厳寒の中でしたが、３0０名を超える

多くの方にご参加いただきました。逗子海岸での出

発式では海風もなく日差しも出て絶好のウォーキン

グ日和となりました。お正月の駅伝でおなじみの湘

南海岸沿いを、海と富士山とを眺めながらそれぞれ

のゴールを目指しました。やや雲があったため富士

山の全景は見えませんでしたが、それでも北斎の

「相州七里ガ浜」や「相州江ノ島」の絵にある富士山

と江ノ島を見ながらのウォーキングは爽快なことだっ

たと思います。ご参加のウォーカーの皆様ありがとう

ございました。 

 

   

 

     

 

 

【現事務所から新事務所への移転】 

昨年１２月号でも会員の皆様には当会報を通じてご

案内しましたが、YWA の運営状況の厳しさから当

事務所は３月３１日をもって閉鎖し、新事務所に移

転することになりました。現事務所より手狭になりま

すが、イヤーラウンドをはじめとして、会員皆様への

影響は最小限とする予定です。契約等諸手続きが

まだ残っておりますので住所など詳細については

次号にてお知らせいたします。 

 

【HP のアドレス変更のお知らせ】 

YWAのホームページ（HP）アドレスが３月１日より下

記にかわります。皆様のインターネットの「お気に入

り」を更新しておいてください。  

（http://kanagawaken-wa.sakura.ne.jp/ywaindex.ht

ml） ３月末までは旧アドレス（下記）も残りますが 

（ http://sports.geocities.jp/kanagawa_walk/yokoha

ma/ywaindex1.html） 更新は新アドレスにのみ行い

ます。なお、KWA も 3 月 1 日で新アドレスに移行し

ています。（http://kanagawaken-wa.sakura.ne.jp/） 

 

【会員ニュ－ス】 

☆会員証に有効期限【３１年５月】になっている

方々は更新の時期です。２８名の皆様、更新を

お待ちしています。なお、更新による継続の会

員証は最寄りの会報送付時に同封します。 

３８５６ ４０４６ ４０４９ ４１５３ ４１５６ ４５０４ 

４５０５ ４５０９ ４６３８ ４６３９ ４７４５ ４７４６ 

４８２３ ４９０３ ４９０５ ４９７５ ４９８２ ５０４５  

５０９８ ５１００ ５１０２ ５１５８ ５１５９ ５１８５  

５２１９ ５２２０ ５２２１ ５２２２ 

   

 ☆平成３１年１月に入会された２名の新しいお 

仲間を紹介しますのでよろしくお願いします。 

                  （敬称略） 

     ５２３２ 星川 晃二郎  ５２３３ 高橋 充      

ニュース・連絡 

YWA役員・応援スタッフを募集しています！ 

  貴方の力を貸してください！！ 

 

年間を通じて、あるいは個別例会時のサポート、 

会報などの編集、印刷、発送のサポート、イベ

ント準備作業のサポート（データ入力、文書作

成、総務関連作業等）に皆さんの力をお貸しく

ださい！皆さんの一人ひとりの小さなサポート

がやがて大きな“力”に結集されます。サポー

トの輪を広げましょう。永田会長かお近くの役

員までぜひご相談ください。 

 

 

http://kanagawaken-wa.sakura.ne.jp/ywaindex.html
http://kanagawaken-wa.sakura.ne.jp/ywaindex.html
http://sports.geocities.jp/kanagawa_walk/yokohama/ywaindex1.html）
http://sports.geocities.jp/kanagawa_walk/yokohama/ywaindex1.html）
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『湘南江ノ島１８海里』   2019.1.26 

  <出発式での総括からのコース説明>       

☷☷☷  例会報告 

☷☷☷ 
☞９月１５日（土） 雨  

  「横浜市電巡り」  １１ｋｍ 

受付開始ごろから雨が降り出し、出

発式では 

本降りとなりました。悪天候の中、２０

０名を超す 

ウォーカーの方にお集まりいただき

ましたが、雨も 

上がる気配がないためショートカット

し、解散場所 

を伊勢佐木町駅に変えゴールしまし

た。なお、 

当日、お願いしました「７月豪雨災

害義援金」に 

７６８２円の暖かいご支援ありが

とうございま 

 

    <逗子海岸、さあストレッチで体をほぐそう>       

『いたち川・柏尾川の探鳥ウォーク』 2019.1.16>  

かもめ広場 

  <二宮（３４ｋｍ）のゴール風景>       

☷☷☷  例会報

告 ☷☷☷ 

☞９月１５日（土） 雨  

  「横浜市電巡り」  １１ｋｍ 

受付開始ごろから雨が降り出

し、出発式では 

本降りとなりました。悪天候の

中、２００名を超す 

ウォーカーの方にお集まりいた

だきましたが、雨も 

上がる気配がないためショート

カットし、解散場所 

を伊勢佐木町駅に変えゴール

しました。なお、 

当日、お願いしました「７月豪

雨災害義援金」に 

  <今日の富士山は少し雲がかかっていました>       

☷☷☷ 例会報告 ☷☷☷ 

☞９月１５日（土） 雨  

  「横浜市電巡り」  １１ｋｍ 

受付開始ごろから雨が降り出し、出発式で

は 

本降りとなりました。悪天候の中、２００名を

超す 

ウォーカーの方にお集まりいただきました

が、雨も 

上がる気配がないためショートカットし、解

散場所 

を伊勢佐木町駅に変えゴールしました。な

お、 

当日、お願いしました「７月豪雨災害義援

金」に 

７６８２円の暖かいご支援ありがとうご

ざいま 

  <柏尾川沿いを歩く>       

☷ ☷ ☷ 

例会報告 ☷

☷☷ 
☞ ９ 月 １ ５ 日

  <ゴールで IVVをもらうウォーカーの皆さん>       

☷☷☷ 例会報告 ☷☷

☷ 
☞９月１５日（土） 雨  

  「横浜市電巡り」  １１ｋｍ 
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シドモア女史の墓標に献花を捧げるウォーカーの皆さん   2018.3.28 

 一緒にウォ－キングを楽しみませんか！ さあ 今から始めましょう！ 

   まずは例会に参加してみて、興味を持ったら入会しましょう。例会（開催される各ウォ－キング）場所で受付

けています。また、郵便振替用紙を使って入会する場合は、振替口座 00260－6－61032 

「よこはまウオ－キング協会」へ。 

★入会・例会のお問合せは、よこはまウオ－キング協会まで 

     電話/ＦＡＸ： ０４５－２９０－１０２９ 月・金の１０時～１６時まで  

※年会費は次の通りです※ 

☞よこはまウオ－キング協会だけに入会する場合 

       ・本人２千円（入会から１年間有効）。家族１人につき１千円（入会から１年間有効） 

☞日本ウオ－キング協会の維持会員に同時入会をお勧めします 

       ・別途、２千円が必要です（入会から１年間有効）。維持会員の方には、日本ウオ－キング協会発行の

「ウオ－キングライフ」が隔月に届けられます。 

★神奈川県ウオ－キング協会へのお問合せは、ＦＡＸで ０４５－３１１－３６９３まで 

 

 

 

 

 

     発行の「ウオ－キングライフ」が隔月配達されます。 

★神奈川県ウオ－キング協会へのお問合せは、ＦＡＸで ０４５－３１１－３６９３まで 
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