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か な が わ を 歩 こ う ２月号 
ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会（一般社団法人日本ウオーキング協会 加盟団体） 

 

  http://kanagawaken-wa.sakura.ne.jp   
 

   
ＫＷＡパスポートシリーズ第２弾 

冬の終わりの湘南海岸     開催地 平塚市 

主   催   ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会  主  管  ひらつかウオーキング協会 

 開 催 日  ２０２３年 ２月１２日（日）   自由歩行   雨天実施  ９Km/１7Km 

 集合場所   平塚駅東改札 南口広場 

 受付時間  ８：３０～９：００ 

 解散場所  ９Km サザンビーチ ９：３０～１１：００ 

       １7Km クラゲ広場 １１：００～１３：3０ 

 コ ー ス   平塚ビーチパーク→湘南大橋→柳島→サイクリング道路→ 

       サザンビーチ（９Km・IVV）→鵠沼海浜公園→湘南海岸公園→クラゲ広場 

 見どころ  湘南の海を眺めながらのウォークです。ウォーク途中に眺められる 

       江の島、三浦半島等ゴールに近づくにつれ変わる姿を楽しんでください。 

       ゴールの後はゆっくりと江の島散策も楽しんでください。 

問合せ先 ： ひらつかウオーキング協会  ℡ 080-9881-1634(奥山) 

ＫＷＡパスポートシリーズ第３弾 

相模川に沿って歩む   開催地 相模原市 

 主   催   ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会  主  管  あつぎウォーキング協会 

 開 催 日  ２０２３年 ３月１２日（日）   自由歩行   雨天実施  距離 １２ｋｍ 

 集合場所  東原公園（ＪＲ相模線 原当麻駅 歩 8 分） 

 受  付  ９：００～９：３０ 受付後随時出発 

 解散場所  相模三川公園（海老名駅まで約 15 分） 

 コ ー ス   東原公園→八瀬川→三段の滝広場→相模川左岸遊歩道→磯部頭首工公園→ 

水と緑の風広場→新相模大橋下→相模三川公園 
  見どころ  神奈川県を代表する川、相模川の中流域を歩きます。相模八景の一つ「八景の棚」と 

       呼ばれ、川の流れと丹沢と箱根の山々を眺めながらの平坦な道です。 

問合せ先 ： あつぎウオーキング協会  ℡ 080-6717-5537（塚本） 

 

発 行   ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会  ２０２３年 ２月 １日〔 第 ２７１号 〕 

会 長   髙田  榮                   編 集  國廣 敬明 

ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会 〒221-0834 横浜市神奈川区台町 7-2 ハイツ横浜 608 

〔ＫＷＡへの問い合わせやご意見は、FAX でお願い致します FAX 045-311-3693 〕     

ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会加盟協会

川崎ウオーキング協会   ・よこはまウオーキング協会   ・県央ウォーキング協会・ 

相模原市ウォーキング協会 ・湘南ふじさわウオーキング協会 ・小田原市歩け歩けの会・ 

ひらつかウオーキング協会 ・あつぎウォーキング協会    ・ヨコスカ ウオーキング協会・  



 

2 月のウオーキングガイド      

参加費の無記入例会は、ＫＷＡ200 円・他協会 300 円・一般 500 円          ▼印： 集合地にトイレ有り 
 

記載の例会は全て、日本市民スポーツ連盟（ＪＶＡ）認定大会。 

ＫＷＡパスポートシリーズの例会は、全てＫＷＡ主催 担当協会が主管。         ◎印：協会イベント例会。 

★印：「美しい日本の歩きたくなるみち」500 選公式大会。 雨天時は集合場所が最寄り駅付近に変更の場合あり 

この表に記載の例会は全て、雨天実施（荒天時は中止又は延期の場合があります、主催・主管協会にお問合せ下さい） 

日・曜 大会名・距離・問い合わせ場所 集合・ゴール・参加費・コース・見どころ 

 

 

２/1 

（水） 

 

川崎市 自由歩行 ①８ｋｍかわ 

せみ隊(先導付)②８ｋｍ③１２ｋｍ  

④１８ｋｍ⑤２６ｋｍ 街道 W〔1３〕 

 中原街道〈武蔵小杉～三ツ境〉 

   川崎ウオーキング協会 

     ℡090-1432-412 

集 合 こすぎ公園▼(南武線 武蔵小杉駅 改札を出て右の階段

へ、北口１０分) ※トイレは駅で 受 付 ②③④⑤9:00～9:30 受付

次第各自随時出発、①9:20～9:30 受付後、先導者の準備が整い

次第出発 ゴール ①②東山田駅(横浜市営地下鉄ｸﾞﾘｰﾝＬ)１１： 

３０頃③仲町台駅(同ﾌﾞﾙｰＬ)１２：３０頃④中山駅北口(横浜線、同ｸﾞ 

ﾘｰﾝＬ)１４：００頃⑤楽老南公園(相鉄線 三ツ境駅 ３分)１４：４５迄 

 

 

４ 

（土） 

横須賀市     ①11ｋｍ ②16km 

 

三浦一族ゆかりの地を巡る 

自由歩行 

ヨコスカ ウオーキング協会 

℡ 046-804-9876 

集 合 衣笠栄町公園▼（JR・衣笠駅歩 5 分） 

受 付 9：15～9：45 スタート 9:30～ 

ゴール ①八幡公園（京急久里浜駅 4 分）13:00 ②浦賀駅 13：30 まで 

コース 衣笠城址入口→満昌寺→清雲寺→満願寺→佐原城跡→① 

     →ペリー公園→浦賀の渡し→② 

☆三浦一族ゆかりの満昌寺、清雲寺、腹切り松、佐原城跡を通ります 

 

 

５ 

（日） 

横浜市               １０ｋｍ 

 

横浜の史跡、名勝を巡る 

自由歩行 

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・金１０～１６時 

集 合 高島中央公園（みなとみらい線 新高島駅３分） 

受 付 ９：００～９：３０ 出発式 なし、受付後随時出発 ゴール 

横浜美術館前（みなとみらい線 みなとみらい駅３分） １２：３０迄 

コース キングモール橋→臨港パーク→港の見える丘公園→元町 

→横浜スタジアム  ☆横浜の歴史や文化にまつわる石碑や史跡・ 

名勝をゆっくり見て歩くコース。今どきの“よこはま”を楽しみましょう 

 

 

７ 

（火） 

藤沢市     ①１０ｋｍ ②１３ｋｍ 

 

横須賀水道みちをたどる 

自由歩行 

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052（受 10～16 時） 

集 合 奧田公園▼（JR、小田急 藤沢駅南口７分） 

受 付 ９：００～９：３０  受付後随時スタート   自由昼食 

ゴール ①小田急 善行駅 １２：００迄  ②小田急六会日大前駅 

１３：００迄   コース 柏尾川配管橋→翠ヶ丘公園→境川配管橋 

→立石二丁目（分岐）→①ゴール  分岐→天神町三丁目→引地 

川配管橋→②ゴール   ☆半原系統水道の水道みちを歩きます 

 

 

８ 

（水） 

町田市             １１ｋｍ 

 

町田三天神めぐり 

 

あつぎウォーキング協会 

℡080-6717-5537 

集 合 町田シバヒロ（小田急線町田駅北口 10 分）  

受 付 ９：００～９：３０ 出発式 ９：３０～ 境川まで団体歩行  

ゴール 町田シバヒロ １２：００頃  

コース 境橋→町田天満宮→国際版画美術館入口→芹が谷公園

→南大谷天神社→恩田川→菅原神社→町田シバヒロ 

☆町田天満宮・南大谷天神社・菅原神社の三天神を巡ります。 

 

 

９ 

（木） 

大和市             １０ ｋｍ 

 

早春の泉の森（総会ウオーク） 

自由歩行 

県央ウォーキング協会 

℡046-263-51544 

集 合 引地台公園▼ （小田急・相鉄線 大和駅～20 分） 

受 付 ９：００～９：３０ 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール 泉の森 （しらかしの家前） １２：００頃 大和駅へ 20 分 

コース 大和駅→引地台公園→境川→瀬谷本郷公園→泉の森 

☆県央の総会ウォークです。引地台公園から境川に出て総会会場 

の泉の森 しらかしの家の前がゴールになります。 

 

 

１0 

(金) 

川崎市 自由歩行 ①１０ｋｍかわ 

せみ隊(先導付)②１３ｋｍ③１６ｋｍ 

④２２ｋｍ   総会ウオーク 

歩きたい道〔2〕 冬の等々力渓谷 

川崎ウオーキング協会 

℡090-6154-8129 

集 合 溝口南公園(ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口駅 改札より案内 １０

分)※トイレは駅で 受 付 ③④９：００～９：２０迄 ②９：２０～９：３０

迄 受付次第各自随時出発 ①９：２０～９：３０に受付後、先導者の

準備が整い次第出発(電車移動あり) ゴール こすぎ公園付近 

(ＪＲ・東急線 武蔵小杉駅 １０分)１３:３０迄 ☆ 川崎会員は、新し 

い総合自治会館で開催の総会へ(１４時開会・武蔵小杉駅から２分) 

 

 

１1 

（土） 

多摩市        ①7 ㎞ ②11 ㎞ 

 

わお! 坂道 多摩市の坂道 

(自由歩行) 

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808（18 時まで） 

集 合 永山北公園 ▼（小田急永山駅/京王永山駅 ５分) 

受 付 9:00～9:30 出発式なし、受付後随時出発 

ゴール ①聖蹟桜ケ丘駅 10:00～12:00②永山橋公園 10:30～ 

13:00 コース 諏訪けやき坂→旧多摩聖蹟記念館→連光寺坂→ 

霞ヶ関橋(①②分岐)→①ゴール ②いろは坂→原峰公園→ころが 

っと坂   ☆今回は多摩市内に所在する９個所の坂道を巡ります 
 



 

日・曜 大会名・距離・問い合わせ場所 集合・ゴール・参加費・コース・見どころ 

 

 

１2 

（日） 

平塚市         ９ｋｍ １７ｋｍ 

KWA パスポートシリーズ③ 

冬の終わりの湘南海岸 

自由歩行 

ひらつかウオーキング協会 

℡080-9881-1634 

集 合 平塚駅東改札 南口広場(ＪＲ東海道線) 

受 付 ８：３０～９：００  出発式無し ゴール ９Ｋｍ（ＩＶＶ配布） 

サザンビーチ(９：３０～１１：００) １７Ｋｍ クラゲ広場(１１：００～ 

１３：３０) コース 湘南大橋→サイクリング道路→鵠沼海浜公園

→湘南海岸公園☆湘南の海を眺めながらのウォークです。 

ゴールの後はゆっくりと江の島散策をお楽しみください。 

 

 

１4 

（火） 

横浜市       ①７ｋｍ ②12ｋｍ 

 

帷子川と保土ヶ谷公園 川① 

自由歩行 

県央ウオーキング協会 

℡046-263-5154 

集 合 鶴ヶ峰公園▼ (相鉄線 鶴ヶ峰駅～7 分) 

受 付 ８：５０～９：２０ 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール ①和田町駅 １１：３０  ②天王町駅 １２：３０ 

コース 帷子川右岸→東川島水道みち公園→上星川→和田町 

駅→仏向小→保土ヶ谷公園→星川駅 ☆なるべく坂の少ないコ

ースを選び、春を告げる梅の香りを堪能してください。 

 

 

１7 

（金） 

茅ヶ崎市               １０ｋｍ 

ゆっくりウオーク 

氷室椿庭園 

自由歩行 

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052（受 10～16 時） 

集 合 土打公園▼（JR 辻堂駅北口５分）  

受 付 ９：００～９：３０   受付後随時スタート 

ゴール JR 茅ヶ崎駅南口 １２：３０まで 解散後自由昼食 

コース 土木事務所汐見台庁舎前→菱沼海岸→開高健記念館 

→ヘッドランド→氷室椿庭園  ☆200 種類以上の色とりどりの 

美しい椿が咲いています。記念館は有料で希望者のみの観覧 

 

 

１８ 

（土） 

小田原市           １０ｋｍ 

 

下曽我の梅林 

 

小田原市歩け歩けの会 

℡090-9853-9620 

集 合 開成駅第二公園▼（小田急小田原 開成駅 ２分） 

受 付 ８：５０～９：２０  受付後随時出発  自由歩行 

ゴール 下曽我駅（ＪＲ御殿場線）   １１:４０頃 

コース 報徳橋→富士道橋→延清公民館→三島神社→原梅林 

☆久々の曽我梅林へ、3 万 5 千本の紅白梅と白富士の景色と共 

に可愛らしさと可憐さを秘めた梅花をゆっくり散策して下さい 

 

 

１９ 

（日） 

平塚市                 12ｋｍ 

自由歩行 

冬の終わりに西湘を歩こう 

 

ひらつかウオーキング協会 

℡080-9881-1634 

集 合 平塚駅東改札 南口広場(ＪＲ東海道線) 

受 付 ８：３０～９：００  受付後随時出発 

ゴール 二宮駅南口(１０：３０～１１：３０) 

コース なでしこ公園→大磯漁港→城山公園 

☆平塚から二宮まで海岸沿いを歩く。１２日に、平塚から江の島 

まで歩きましたので、今日で、二宮・江の島間の完歩となります 

 

 

２１ 

（火） 

横浜市              １０ｋｍ 

 

総会ウオーク 

自由歩行 

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・金 10～16 時 

集 合 横浜公園▼（ＪＲ根岸線 関内駅南口３分/市営地下鉄 

 関内駅３分） 受 付 ９：００～９：３０ 出発式 なし、随時出発 

ゴール 沢渡中央公園（ＪＲ横浜駅７分） １１：００迄 

コース  山下公園→赤レンガ倉庫→ハンマーヘッド→女神橋 

→臨港パーク→神奈川公園→宮前商店街→旧東海道☆横浜 

港をのんびり歩いてください。総会参加者は県民センターへ 

 

 

２２ 

（水） 

川崎市  自由歩行 ①６ｋｍかわ 

せみ隊(先導付) ②１３ｋｍ ③２５ 

ｋｍ(健脚向き) 

花ウオーク〔１〕 大倉山梅林 

川崎ウオーキング協会 

     ℡090-9311-4855 

集 合 新横浜駅北口西広場(ＪＲ横浜線・横浜市営地下鉄ブル 

ーライン、北口を出て左の階段を下りて交番前 ２分) 受 付 

②③9:00～9:30 受付次第各自随時出発。①9:20～9:30 受付 

後、先導者の準備が整い次第出発 ゴール ①大倉山梅林(龍 

松院近く西側入口、東横線大倉山駅１０分) １１:３０頃 ②③大 

倉山公園展望広場 (大倉山駅１０分) ②１２:３０頃 ③１４:３０迄 
 

２３ 

（木/

祝） 

東京・川崎市 ①17ｋｍ ②１１ｋｍ 

 

大山街道(矢倉沢往還) ２ 

自由歩行 

県央ウオーキング協会 

℡046-263-5154 

集 合 ①用賀くすのき公園（用賀駅～5 分）トイレは駅で※ 

     ②溝口南公園 （JR 武蔵溝ノ口駅～10 分） 

受 付 １・２共に ９：２０～９：５０ 出発式なし受付後出発 

ゴール あざみ野駅（田園都市線） １４：００頃 

コース 二子橋→花園橋北→鷺沼交番→皆川園→中川駅 

☆ご注意ください。キロ数によって集合場所が変わっています。 

 

 

２４ 

（金） 

相模原市               10 ㎞ 

 

総会ウオーク（桜と梅と） 

(自由歩行) 

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808（18 時まで） 

集 合 橋本公園▼(最寄駅 JR/京王 橋本駅 10 分) 

受 付 9:00～9:30 出発式なし、受付後随時出発 

ゴール ウェルネス相模原前(JR 横浜線 相模原駅 20 分) 

コース 相模原北公園→相模線大原踏切→清新中学校入口信 

号→ウェルネス相模原 ☆橋本公園で６０本の河津桜を観賞頂 

き、相模原北公園では白梅、紅梅等の梅花を鑑賞して頂きます 



 

日・曜 大会名・距離・問い合わせ場所 集合・ゴール・参加費・コース・見どころ 

 

 

２5 

（土） 

厚木市              １０ｋｍ 

 

ＡＷＡ総会ウオーク 

自由歩行 

あつぎウォーキング協会 

℡080-6717-5537 

集 合 海老名中央公園（海老名駅 歩 5 分）  

受 付 ９：００～９：３０ 出発式 ９：３０～ 式後自由歩行  

ゴール 本厚木駅 １２：００頃 

コース 海老名運動公園→相模川左岸遊歩道→相模大堰管理橋

→相模川右岸遊歩道→本厚木駅 

☆富士山、箱根、丹沢の山々を眺望し、相模川の両岸を歩く。 

 

 

２6 

(日) 

藤沢市        12km 22km 40km 

◎★第１４回ぐる～と湘南のみち 

500 選 14-6 自由歩行 

参加費一律 500 円 

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052（受 10～16 時） 

集合 奧田公園▼（JR、小田急 藤沢駅南口 ７分）

７：４５～８：３０

９：００～９：３０

７：４５～９：３０

スタートコース

４０ｋｍコース

２２ｋｍコース

１２ｋｍコース

受付時間

7：４５～８：３０

7：４５～９：３０

9：００～９：３０      
ゴール奧田公園１６：００迄 ☆今年も元気に楽しいウォーキング、 

江の島を中心に歩きます。詳細 HP、チラシ、会報をご参照下さい 

 

 

２８ 

（火） 

横浜市      ①６ｋｍ ②１３ｋｍ 

シンボルタワーより浦賀水道 

を望む 

自由歩行 

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・金１０～１６時 

集 合 不動下公園（ＪＲ根岸線 根岸駅４分） ※トイレは駅で 

受 付 ９：００～９：３０ 出発式 なし、受付後随時出発 

ゴール ①シンボルタワー（横浜駅バス４２分）１１：００迄 ②山手 

駅入口交差点（ＪＲ根岸線山手駅８分）１２：３０迄 コース 間門→ 

シンボルタワー①解散；②分岐→Ｃ突堤入口→山手署 ☆シンボ 

ルタワーからのベイブリッジ・大型客船・富士山の絶景を見に行こう 

協会イベント 第１４回 ぐる～と湘南のみち     湘南ふじさわウオーキング協会 

     江の島から浜辺の歌へ 
     【開催日】 ２月２６日（日） 自由歩行 雨天決行 

事前申し込みはありません 当日受付にお越しください 

【集 合】 奧田公園（JR、小田急 藤沢駅南口下車７分） 

【時 間】 出発式はありません。各自ストレッチを済ませ、順次スタートします。 

【ゴール】 奧田公園 １６：００までにゴールしてください。 

【参加費】 一律５００円（当日抽選会あり） ＊中学生以下無料（但し、抽選会は有料参加者が対象） 

抽選会賞品 ●ウォーキングシューズ賞 ●デイバッグ賞●ウォーキングソックス賞 他多数あり 

（奧田公園にゴールした方が対象になります。） 

【５回完歩】 ５回完歩者にオリジナル T シャツ プレゼントします。 

＊感染症対策をして、お弁当、飲み物、健康保険証、雨具、歩きやすい服装、靴で 

【コース】 ４０ｋｍ： 奧田公園→手広→腰越→江の島入口→浜辺の歌海岸→サザンビーチ→浜見平→千の川→ 

円蔵→香川駅→里山のみち→宝泉寺前→ケヤキ通り→大庭城址公園→舟地蔵→引地川→ 

高山橋→藤沢市庁舎→奧田公園 

２２ｋｍ： 奧田公園→手広→腰越→江の島入口→浜辺の歌海岸→辻堂海浜公園→辻堂駅→ 

大庭トンネル→舟地蔵公園→引地川→高山橋→藤沢市庁舎→奧田公園 

１２ｋｍ： 奧田公園→境川→江の島入口→鵠沼橋→引地川沿いの道→高山橋→藤沢市庁舎→奧田公園 

 

問合せ先 ： 湘南ふじさわウオーキング協会   ℡0466-28-2052(受付 10:00～16:00) 

ウオーキングカレンダー（KWA＆各協会の例会予定） 

★500 選   ＃川シリーズ  ◎協会イベント  ➊「川」シリーズアンコール 

２０２３年 ３月  

0１(水) 街道Ｗ⑭ 川崎街道（日野～南多摩）     ：川 崎 19（日） ハッピーウオーク 海老名ＳＡ          ：KWA 

02(木) 座間のひな祭り                     ：相模原 22(水) 江の島をぐるっと                 ：ふじさわ 
 

04(土) ゆっくり W 爽快（総会）W             ：ふじさわ 23（木） 引地川親水公園のさくら 川②         ：県  央 

24(金) 桜ウォーク 2023                      ：相模原 

25（土） ◎花と川と海                        :あつぎ 

05(日) 宇田川にかかる旧暦月名の橋巡り       ：よこはま 

07(火) 大山街道(矢倉沢往還) ３              ：県  央 

11(土) 春の寒川神社にお参りに行こう          ：ひらつか 26(日)多摩川 100 ㌔②◎第 24 回多摩川Ｇｏ!Ｇｏ!Ｍ：川崎 

12（日）ＫＷＡパスポートシリーズ③ 27(月) ◎シドモア桜ウォーク                ：よこはま 

相模川に沿って歩む               ：あつぎ 28(火) 恩田川の桜 川③                 ：県  央 

14(火) 矢指市民の森を歩く                 ：よこはま 29(水) 日本三大桜「薄墨桜」の孫に会いに行く ：ふじさわ 

15（水） 高尾梅の郷“観梅ウォーク”              ：相模原 30(木) 渋田川の桜                      ：あつぎ 

18（土) 春木桜と足柄桜巡り                ：小田原 31(金) 通研通りの桜と野比川             ：ヨコスカ 
  

７：４５～８：３０

９：００～９：３０

７：４５～９：３０

スタートコース

４０ｋｍコース

２２ｋｍコース

１２ｋｍコース

受付時間

7：４５～８：３０

7：４５～９：３０

9：００～９：３０


