
 

KWA             ２０２２年 第２６５号 

か な が わ を 歩 こ う ８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７弾 

 小鮎川と荻野川の里   開催地 厚木市 
 

 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   ２０２2 年９月１1 日(日)  雨天実施    距  離  ①１０ｋｍ ②１６ｋｍ 

 集合場所   厚木公園（小田急線 本厚木駅北口 歩 5 分） 

 受付時間   ９：００～９：３０  受付後随時出発   出発式なし自由歩行 

 解散場所   ①②共 本厚木駅 

 コ ー ス   厚木公園→真平田橋→白根橋→及川球技場→十二天橋→平成橋→①本厚木駅 

  及川球技場→荻野橋→広町公園（ＣＰ）→厚木国際ＣＣ→小鮎久保→小鮎橋→ 

            平成橋→厚木中央公園→②本厚木駅 

  見どころ      小鮎川、荻野川はいずれも厚木の北、辺室山、西山を源とする小さい川です。本厚木駅 

                付近で相模川と合流します。流域は畑や田圃が広がり緑の多い所です。 

                川に沿って歩きます。 

問合せ先 ： あつぎウォーキング協会   ℡ 080-6717-5537 

2022 年度 KWA 認定指導員養成講座の開設 
 日  程  2022 年 9 月 26 日（月）、27 日（火）、28 日（水） 

 開講時間  9:30 ～ 16:30 ＜予定＞ 

 場  所  藤沢市 秩父宮記念体育館研修室 他 

 ｶ ﾘ ｷ ｭ ﾗ ﾑ  JWA 初級指導者テキストによる 

 講  師  KWA 普及部会員、JWA 専門講師 他 

 受講資格  Ａ：所属協会の役員をされている方 又は 役員を希望されている方で協会の推薦を受けた方 

       Ｂ：ウオーキングの指導者を目指されている方 

 受 講 料  8,000 円（1 名） ＊講座開始後の返金はいたしません 

 資格認定  Ａ：本講座を受講終了後、受講修了証と KWA 認定指導員の資格を授与 

       Ｂ：本講座を受講終了後、受講修了証を授与 

        （後日、所属協会会長 又は 普及部会長の推薦を受けた方には認定指導員の資格を授与） 

問合せ先 ： ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会  Fax：045-311-3693 

 

発 行   ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会  ２０２２年 ８月 １日〔 第 ２６５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（10 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・鎌倉歩け歩け協会・ 

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・   



 

８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。  神 ５０： 神奈川県歩きたくなる道のコース例会。 

 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 

 

 

８/６ 

（土） 

鎌倉市              １０ｋｍ 

 

 鎌倉ぼんぼりウオーク 

        自由歩行 

鎌倉歩け歩け協会 

℡090-2633-3715 

集 合 湘南モノレール大船駅横ペデストリアンデッキ 

受 付 １４：２０～１４：５０ 出発式無し、受付後随時出発 

ゴール 鎌倉駅西口 （１７時まで） 

コース 大船３丁目→湘南モノレール深沢下信号→八雲神社前 

☆主として湘南モノレールの高架下を歩くコースです。ゴール後 

は、鎌倉八幡宮の幻想的なぼんぼりをお楽しみ下さい。 

 

 

７ 

（日） 

大和市              １０ｋｍ 

 

早朝の泉の森散策 

自由歩行 

県央ウォーキング協会 

℡046-263-5154 

集 合 引地台公園▼ 小田急・相鉄線 大和駅～20 分 

受 付 ８：２０～８：５０ 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール ふれあいの森親水広場 11：00 頃  （大和駅へ 10 分） 

コース 大和駅→引地台公園→引地川→ふれあいの森→泉の森 

☆早朝のすがすがしい朝日を浴び、新緑の森の中で森林浴を楽し 

みながらふれあいの森と泉の森を歩きます。 

 

 

１０ 

（水） 

 

町田市               10ｋｍ 

 

グランベリーパークのスヌーピー 

 

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808(18 時まで) 

集 合 相模大野中央公園▼(小田急 相模大野駅 10 分) 

受 付 8:30～9:00 出発式無し、受付後随時出発 

ゴール 鶴間公園(田園都市線南町田グランベリーパーク駅 6 分) 

コース →御園二丁目→東林間駅→よこはま水道みち→南町田 

グランベリーパーク ☆8 月 10 日はスヌーピーの誕生日です。パー 

ク内のスヌーピー像を訪ねるクイズあり、正解者には粗品あります。 

 

 

２０ 

(土) 

葉山町               10km 

 

葉山シーサイド巡り 

自由歩行 

ヨコスカ ウオーキング協会 

℡046-804-9876 

集 合 亀岡八幡宮▼（京急線逗子・葉山駅 2 分、JR 逗子駅 5 分） 

受 付 ９：１５～９：４５ スタート ９：３０～ 

ゴール JR・逗子駅 １３：００まで 

コース 逗子海岸→葉山港→森戸海岸→美術館前→花の木公園 

☆逗子海岸、森戸海岸など夏の海岸風景を楽しみましょう。近代美 

術館やしおさい公園前を通り大峰山を廻るように歩きます 

 

 

２１ 

（日） 

川崎市 自由歩行 ①５km かわせ 

み隊（先導付） ⓶１０km ③１６km 

朝のウオーク・緑道ウオーク〔４〕 

   風に立つ 「尾根緑道」 

川崎ウオーキング協会 

℡090-5310-4293 

集 合 中郷公園(京王相模原線 南大沢駅 ３分) ※熱中症注意 

受 付 ②③９：００〜９：３０ 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 ゴール 中郷公園 

➀11：００頃 ②１２：００頃 ③１３：３０迄 コース 中郷公園～小山内 

裏公園①分岐(鮎の道～ゴール)～②③鑓水２丁目～尾根緑道～②

分岐～③霊園脇～谷戸池～長池公園②合流～清水入緑地～ゴール 

 

 

２６ 

(金) 

横浜市                 １０ｋｍ 

神奈川区の公園と緑道を歩く 

（緑道シリーズ⑪） 

        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 ポートサイド公園（横浜駅東口１５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 沢渡中央公園（横浜駅１０分） １２：００迄 コース 神奈川

公園→東神奈川駅→滝の川せせらぎ緑道→神奈川区役所前→ 

フラワー緑道→三ッ沢せせらぎ緑道→三ッ沢公園 ☆神奈川区の 

公園と緑道を歩きます。三ッ沢公園からの富士山は絶景です 

 

   

２７ 

（土） 

厚木市               １２ｋｍ 

 

早朝ウオーク 百日紅の道 

自由歩行 

あつぎウォーキング協会 

℡ 080-6717-5537 

集 合 金山公園（小田急線伊勢原駅北口 歩 5 分） 

受 付 ８：００～８：３０ 受付後随時出発 

ゴール 愛甲石田駅 １２：００まで  

コース 川上橋→伊勢原運動公園→津古久峠→宮前橋→ 

     籠堰橋北→金地橋→愛甲橋→愛甲石田駅  

☆伊勢原と厚木のピンクと白の花咲く百日紅の道を歩きます。 

 

   

２８ 

（日） 

藤沢市      ①５ｋｍ ②１４ｋｍ 

 

藤沢の公園めぐり 

自由歩行 

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052（受 10 時～16 時） 

集 合 円行公園▼（小田急 相鉄 地下鉄 湘南台駅西口６分）  

受 付 ８：３０～９：００  受付後随時スタート 

コース ①慶応大学→遠藤笹窪谷公園（ゴール）１０：３０まで（慶応 

大バス停６分） ②桐原公園→二番構公園→遠藤公園→遠藤笹窪 

谷公園→円行公園（ゴール）１３：００まで  ☆今夏開園したばかり 

の遠藤笹窪谷公園と五つの公園を巡ります。矢貼り・チョーク無し 
 



２０2２年 美しい日本の歩きたくなるみち ５００選 神奈川 １４－６

目の前が江の島

２０２２年

【開催日】 ９ 月 ２５日 （日） 自由歩行 雨天決行

事前申し込みはありません鶴当日受付にお越しください

【集 合】 奥田公園（JR、小田急線 藤沢駅南口下車７分） 【距 離】 40km・22km・12km
【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】 奥田公園 １６：００までにゴールしてください。

【参加費】 一律500円（当日 抽選会有り）＊中学生以下無料(但し、抽選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、関水スポーツ店賞等多数あり（奥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、ﾎｱｵｮﾋﾞ｣歩きやすい服装、靴で、

主催： 湘南ふじさわウオーキング協会 事務局 〒251-0024 藤沢市鵠沼橘２－５－５

℡ 0466(28)2052（受付9:00～17:00) FAX 0466(86)5111   URL http://shonan-fujisawa.jp/

共催： ⽇本市⺠スポーツ連盟公認⼤会

ＦＷＡ

スタート＆ゴール

奥田公園

⼤庭城址公園

７：４５～８：１５

９：００～９：３０

７：４５～９：００

スタートコース

４０ｋｍコース

２２ｋｍコース

１２ｋｍコース

受付時間

7：４５～８：１５

7：４５～９：００

9：００～９：３０

株式会社メガスポーツ
スポーツオーソリティ

ぐる～と湘南のみち

（一社）⽇本ウオーキング協会 NPO法人神奈川県ウオーキング協会

上⼤岡店後援：藤沢市 協力：関水スポーツ 協賛：
 



 

第２４回 港よこはまツーデーマーチ 

赤レンガパーク発！ 海と港と公園巡りコース！  
◆主 催 よこはまウオーキング協会、(一社)日本ウオーキング協会、NPO 法人神奈川県ウオーキング協会 

◆共 催 関東甲信越マーチングリーグ協議会 （一社）日本市民スポーツ連盟 

     日本開国セブンハーバーズリーグ協議会 

◆主 管 港よこはまツーデーマーチ実行委員会 

◆後 援 横浜市市民局・朝日新聞社横浜総局・（公財）横浜市スポーツ協会 

     NPO 法人 神奈川県レクリエーション協会・（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー 

◆主会場（スタート・ゴール） 赤レンガパーク（JR 京浜東北根岸線・市営地下鉄桜木町駅１５分／ 

みなとみらい線馬車道駅１０分） 

◆開催日・コース・時間（雨天決行） 

１日目 10 月８日（土）海と港と街巡り        ２日目 10 月９日（日）横浜開港・公園巡り 

コース 受付 出発式 スタート ゴール  コース 受付 出発式 スタート ゴール 

10km 9:00 9:45 10:00 12:00～

16:45 迄 

10km 9:00 9:45 10:00 12:00～

16:40 迄 25km 8:00 8:45 9:00 25km 8:00 8:45 9:00 

10km：大岡川・港の見える丘公園・山下公園    10km：山下公園・中華街・野毛山公園 

25km：大岡川・久良岐公園・本牧市民公園・    25km：山下公園・中華街・野毛山公園・ 

山下公園                     三ツ沢公園・日産ｽﾀｼﾞｱﾑ・岸根公園 

＊各コース「歩きたくなるみち 500 選」の神奈川県（14-02）「みなと横浜とっておきスポット（渚と街）を 

巡るみち」の認定対象です 

＊新型コロナ感染対策として 10 月８日の１週間の感染状況を踏まえて実施当日の出発式を省略することが 

あります。なお参加者は参加当日の検温を行い「振替払込請求書兼受領証」の備考の櫚に記入してください。 

●参加登録費 

  事前申込制・参加費は１日参加でも同額です。参ｶﾛを取り消されても登録費の返却は出来ません。 

   ＊事前申込の場合：一般 1,800 円・中学生 1,200 円・小学生以下無料 

   ＊当日申込の場合：一般 2,300 円・中学生 1,800 円・小学生以下無料  

●参加申込期間 

 ◎事前申込期間：2022 年 6 月 20 日(月)～9 月 9 日(金) 

 上記期間以降も受付を行いますが、大会誌にお名前が記載されません。 

●参加申込方法 

 ゆうちょ銀行・郵便局の「払込取扱票」に参加者氏名（小学生以下の方もご記入願います）等必要事項を 

 記入し参加費を添えて郵便局からお申し込みください。 

 「参加登録証」は発行いたしません。「振替払込請求書兼受領証」をもって「参加登録証」とします。 

 当日持参し、受付に提示してください。友人・職場・学校等のグループ参加を歓迎します。 

  問合せ先 よこはまウオーキング協会内 港よこはまツーデーマーチ実行委員会 
〒221－0834 横浜市神奈川区台町 7－2 ハイツ横浜 608 

FAX／TEL 045－290－1029（月・金曜日 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   ➊ 川シリーズアンコール  ◎協会イベント  
２０２２年 ９月  

  

02(金) 県央の公園(綾瀬市公園)巡り        ：県  央 13(火) ゆっくり W 

03(土) 街道 W⑫かまくら古道⑧中の道〈市が尾～登戸〉：川崎        茅ヶ崎市歴史文化交流館を訪ねる   ：ふじさわ 

04(日) 金田湾から小網代の森へ             ：ヨコスカ 15（木） 東急新横浜線(開通予定ウオーク)    ：よこはま 

06(火) 大岡川プロムナードとみらい街を歩く    ：よこはま 17（土） 歩きたい道⑥稲城クローバーロード   ：川  崎 

07(水) 横浜瀬上市民の森              ：ふじさわ 18（日） 目久尻川の彼岸花              ：県  央 

08(木) 道の駅／金太郎と酔芙蓉とリコリス     ：小田原 19(月・祝) ゆっくりＷ 湘南の歴史街道を歩く 

09(金) 境川からグリーンウェイそして再びの境川 ：相模原                        田村通り大山道   ：ふじさわ 

10(土) 大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」を辿る    ：鎌  倉 22(木) 三殿台遺跡を訪ねる             ：よこはま 

11(日) KWA パスポートシリーズ⑦ 23(金・祝) わぉ! 坂道 大和の坂道         ：相模原 

         小鮎川と荻野川の里      ：あつぎ 24(土) 彼岸花と日向薬師                 ：あつぎ 

12(月) ハッピーウオーク（平塚の街散策)    ：普及部会 25(日) ◎★第１3 回ぐる～と湘南のみち      ：ふじさわ 

  


