
 

KWA             ２０２２年 第２６６号 

か な が わ を 歩 こ う ９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→久保橋→ 

            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は来年度に延期します 
 ７月より新型コロナ感染者が急速に拡大し、神奈川県においても「BA.5 対策強化宣言」が適用され 

 ました。感染者が減少傾向に転じたとしても、しばらくは高止まり状況が継続すると思われます。 

 そこで、今回企画しました「KWA 認定指導員養成講座」は中止として来年度に延期致します。 

  来年度開催予定日  2023 年６月 26 日（月）、７月 2４日（月）、8 月 28 日（月） ３日間 

  その他詳細内容は改めて提示致します。 

 

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

Ｍ･Ａ･Ｓ･Ｋなど基本的な感染防止対策の再徹底 
適切なマスクの着用、三密の回避、手洗い、、効果的な換気等 

 

発 行   ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会  ２０２２年 ９月 １日〔 第 ２６６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・   



 

９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（ＪＷＡ）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 

 

 

９/２ 

（金） 

綾瀬市      ①９ｋｍ ②13ｋｍ 

 

県央の公園 (綾瀬市) 巡り 

自由歩行 

県央ウォーキング協会 

℡046-263-5154 

集 合 東柏ヶ谷近隣公園▼ 相鉄線 さがみ野駅～8 分 

受 付 ８：５０～９：２０ 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール ①綾南公園 11：30 バスで長後駅 ②円行公園１２：３０頃    

コース 光陵公園→綾瀬スポーツ公園→綾南公園→やぶね公園→ 

円行公園 ☆綾瀬市の北端にある東柏ヶ谷近隣公園から、南端に 

あるやぶね公園まで主な公園を蓼川・引地川にそって歩きます。 

 

 

３ 

（土） 

川崎市 自由歩行①７km かわせ

み隊（先導付） ②１１km ③１６km 

街道ウオーク〔１２〕かまくら古道 

〔８〕中の道 〈市ヶ尾～登戸〉 

川崎ウオーキング協会 

℡090-1432-4128 

集 合 市ヶ尾第四公園（東急田園都市線 市が尾駅 西口３分） 

※トイレは駅で 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 ①たまプラーザ駅北口前（東急田園都市線）１２：００頃 

途中でＩＶＶ配布②バス停/蔵敷(主に溝の口駅南口へ ３２分)１２： 

３０頃③ＪＲ登戸駅 生田緑地口 ロータリー前(小田急線)１３：３０迄 

 

 

４ 

（日） 

三浦市               １２km 

 

金田湾から小網代の森へ 

自由歩行 

ヨコスカ ウオーキング協会 

℡046-804-9876 

集 合 三浦海岸駅前広場▼（京急・三浦海岸駅） 

受 付 9：15～9：45 スタート 9:30～ 

ゴール 京急・三崎口駅 13：30 まで 

コース 金田漁港→松輪入口→引橋→小網代の森→三戸入口 

☆「小網代の森」は、川の始まりから海に至るまでが連続し

て観察できる関東唯一の自然環境として有名です 

 

 

６ 

（火） 

横浜市              １０ｋｍ 

大岡川プロムナードと 

大通り公園を歩く 

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 JR 保土ヶ谷駅東口広場（保土ヶ谷駅１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 JR 関内駅南口（JR 関内駅）１２：００迄 

コース 京急井土ヶ谷駅→蒔田公園→太田橋→阪東橋→大通り 

公園 ☆横浜南部の大岡川沿いの舗装された道路を歩き、その 

後、阪東橋駅前から緑の茂る大通り公園を歩きゴールです 

 

 

７ 

（水） 

横浜市    ①１０ｋｍ ②１３ｋｍ 

 

横浜瀬上市民の森 

自由歩行 

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052（受付 10～16 時） 

集 合 本郷台駅前公園▼（JR 根岸線 本郷台駅２分） 

受 付 ９：００～９：３０  受付後随時スタート 解散後自由昼食  

ゴール ①洋光台駅（JR 根岸線）１２：００迄 ②能見台駅（京急線）

１２：３０迄  コース 鍛冶ヶ谷→本郷ふじやま公園→いたち川→ 

瀬上市民の森→いっしんどう広場（分岐）→①、（分岐）→能見台 

北公園→②  ☆健脚向きなコースだが優しいコースもあります 

 

 

８ 

（木） 

南足柄市           １０ｋｍ 

 

道の駅/金太郎と酔芙蓉とリコリス 

      自由歩行 

小田原市歩け歩けの会 

℡090-9853-9620 

集 合 開成駅前公園▼（小田急小田原線 開成駅 歩３分） 

受 付 ８：５０～９：２０  出発式 なし 受付後随時出発 

ゴール 新松田駅（小田急線）    １１：４０頃 

コース 道の駅金太郎ふるさと→酔芙蓉ロード→あしがら郷瀬戸屋 

敷→紫陽花広場→十文字橋 ☆一市一町フラットの道のり、初秋 

を感じる酔芙蓉とリコリスのコラボレーションを楽しみながら歩こう 

 

 

９ 

（金） 

相模原市       ①7㎞ ②13 ㎞  

境川からグリーンウェイ、 

そして再びの境川 

(自由歩行) 

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808 

集 合 鶴間公園▼(田園都市線南町田グランベリーパーク駅 6 分) 

受 付 9:00～9:30 出発式なし、受付後随時出発 

ゴール ①小田急相模原駅 11 時迄 ②町田市役所前 12 時迄 

コース 境川→大和緑の散歩道→東林間緑道緑地→横浜水道 水

道みち→➀小田急相模原駅 ②→相模緑道緑地(旭町地区)

→相模大野中央公園→相模緑道緑地(鵜野森地区)→境川 

 

 

１０ 

（土） 

鎌倉市               １０ｋｍ 

 

大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」を辿る 

自由歩行 

鎌倉歩け歩け協会 

℡090-6485-1770 

集 合 横浜銀行駐車場（鎌倉駅西口 2 分） ※トイレは駅で 

受 付 8：20～8：50 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール 鶴岡八幡宮東門（鎌倉駅 10 分） 

コース 六地蔵→長谷観音前→海浜公園→和田塚入口→下馬→ 

妙本寺→岐れ路→護良親王墓→鎌倉宮→西御門→八幡宮東門 

☆NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」の足跡を辿るウオークです。 
 



 

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 

 

 

1１ 

（日） 

厚木市   ①１０ｋｍ ②１６ｋｍ 

KWA パスポートシリーズ⑦ 

小鮎川と荻野川の里 

 

あつぎウォーキング協会 

℡080-6717-5537 

集 合 厚木公園（小田急線 本厚木駅北口 歩 5 分） 

受 付 ９：００～９：３０ 出発式なし 受付後随時出発  

ゴール ①②共 本厚木駅 

コース 真平田橋→及川球技場→平成橋→①本厚木駅 

     及川球技場→広町公園→厚木国際ＣＣ→小鮎橋→ 

     平成橋→厚木中央公園→②本厚木駅 

 

 

１２ 

（月） 

平塚市       ①7km，②10ｋｍ 

ハッピーウオーク 

平塚の街を散策する 

班別団体歩行 

ＫＷＡ普及部会 

℡090-8740-4173 

集 合 見附台公園 （JR 平塚駅西口 8 分） 

受 付 9：30～10：00   「西口は小田原寄り」 

ゴール 平塚駅西口 12：00 頃 

コース 見附台公園→アリーナ→博物館①②分岐 ①平塚駅 

西口 ②総合公園→平塚駅西口     ☆新しくなった見附台 

公園に集合し、アリーナ、博物館、総合公園等を散策する 

 

 

１３ 

(火) 

茅ヶ崎市              １０ｋｍ 

ゆっくりウォーク 

茅ヶ崎市博物館と史跡めぐり 

自由歩行 

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052（受付 10～16 時） 

集 合 茅ヶ崎市中央公園▼（JR 茅ヶ崎駅北口６分） 

受 付 ９：００～９：３０ 受付後随時スタート 解散後自由昼食 

ゴール 寒川駅前公園（JR 相模線 寒川駅２分）１２：３０まで 

コース 千の川→松風台入口→浄見寺・旧和田家→茅ヶ崎博 

物館→下寺尾官衙遺跡群   ☆茅ヶ崎市堤地区に博物館が 

オープンしました（当日臨時休館）。その後遺跡群を見て回ろう 

 

 

１５ 

(木) 

横浜市      ①７ｋｍ ②１０ｋｍ 

相鉄新横浜線 

（開通予定ウオーク１） 

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 新横浜駅前北口西広場（JR/地下鉄 新横浜駅２分）   

受 付 ９：００～９：３０ 出発式 なし、受付後随時出発 

ゴール ①羽沢横浜国大駅前（相鉄線）１１：００迄 ②西谷駅 

前（相鉄線）１２：００迄 コース 岸根公園→片倉うさぎ山公園 

→羽沢横浜国大駅前①解散；②→環状２号沿→八王子街道 

沿☆２０２３年３月開通予定の相鉄新横浜線の駅を訪ねます 

 

 

１７ 

（土） 

川崎市 自由歩行 ①７km かわせ

み隊(先導付) ②１２km ③２０km 

歩きたい道〔６〕 

稲城クローバーロード 

川崎ウオーキング協会 

℡090-1432-4128 

集 合 永山北公園(小田急永山駅･京王永山駅 ５分) ※トイ

レは駅で 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 黒川第一公園(小田急多摩線 黒川駅 １分)①１２：００ 

頃(ＩＶＶ配布：１１：３０頃 セレサモス前)②１２：００頃 ③１３：００ 

迄 ☆ 秋の陽で汗の雫も玉と散る。稲城の丘陵を歩きます 

 

 

１８

（日） 

海老名市                1１ ｋｍ 

 

目久尻川の彼岸花 

自由歩行 

県央ウォーキング協会 

℡046-263-5154 

集 合 ふれあいの森親水広場 ▼ 大和駅～10 分 

受 付 ８：２０～８：５０ 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール 北部公園 かしわ台駅 （相鉄線） １２：００頃 

コース 泉の森の彼岸花→南鶴間いこいの森→芹沢公園→ 

目久尻川沿い→北部公園 ☆彼岸花の季節。泉の森、芹沢 

公園、目久尻川沿い、北部公園で秋を満喫できます。 

 

 

１９ 

(月／

祝) 

茅ヶ崎市    ①１１ｋｍ ②２２ｋｍ 

ゆっくりウオーク 

湘南の歴史街道を行く⑤ 

  田村通り大山道 

湘南ふじさわウオーキング協会 

℡0466-28-2052（受付 10～16 時） 

集 合 土打公園（JR 辻堂駅北口５分）  自由歩行 

受 付 ９：００～９：３０ 受付後随時スタート  自由昼食 

ゴール ①寒川駅１２：３０迄 ②伊勢原駅１４：3０迄  

コース 田村通り大山道入口道標→松林公民館→景観寺（分 

岐）→①、（分岐）→神川橋→高速道陸橋→② ☆前半は昔の 

形態が良く残っていて、大山道の道標や道祖神等見所は多い 

 

 

２２ 

（木） 

横浜市      ①６ｋｍ ②１０ｋｍ 

 

三殿台遺跡を訪ねる 

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 蒔田公園（市営地下鉄吉野町駅６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山王台小交差点（上大岡駅バス１5 分）１１：００迄 

②上大岡駅前（京急/市営地下鉄）１２：００迄 コース 三殿台 

遺跡→岡村公園→山王台小交差点①解散；②→久良岐公園 

☆竪穴式住居跡が見られる三殿台遺跡を訪ねます 

 

 

２３ 

(金／

祝) 

相模原市        ①9 ㎞ ②14 ㎞ 
 

わぉ！坂道 大和の坂道 

   (自由歩行) 

相模原市ウォーキング協会 

℡090-4134-5808 

集 合 ふれあいの森 親水広場▼(小田急/相鉄大和駅 10 分) 

受 付 9:00～9:30 出発式なし、受付後随時出発 

ゴール ①鶴間公園 12 時まで(田園都市線 南町田グランベリ

ーパーク駅 6 分) ②田園都市線 つきみ野駅 13 時迄 

コース 馬坂→本郷運動公園→銀行坂→鶴間公園→道中坂 

☆大和市の深見地区・つきみ野地区の坂道１４ヶ所を巡ります。 



  

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 

 

 

２４ 

（土） 

伊勢原市  ①１１ｋｍ ②１７ｋｍ 

  

彼岸花と日向薬師 

 

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 ９：００～９：３０ 出発式なし 受付後随時出発  

ゴール ①日向薬師バス停 12:00 頃 ②愛甲石田駅 15：00 頃  

コース 川上橋→分れ道→能力開発センター→①日向薬師→ 

     十二神橋→実蒔原古戦場跡→小野橋→②愛甲石田駅  

☆日本三薬師の一つ「日向薬師」を目指し、彼岸花の里を歩く。 

 

 

２５ 

(日) 

藤沢市        １２・２２・４０ｋｍ 

◎★第１３回ぐる～と湘南のみち 

     江の島へ向かって歩こう！ 

         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 奧田公園▼（JR、小田急 藤沢駅南口７分）  

 
ゴール 奧田公園 １６：００まで   

参加費 一律５００円 抽選会があります。 

五回完歩でオリジナル T シャツ プレゼントします。 ５頁参照 

第２２回  城下町おだわらツーデーマーチ 

絆を大切に、未来にはばたく『西さがみ』を歩こう！  

 主会場 小田原コース   ︓小田原城址公園銅門広場 
     真鶴・湯河原コース︓真鶴町⽴真鶴中学校 

 期 日 令和 4 年（2022 年）11 月 20 日（日）（雨天決⾏） 

 コース・会場 
期日 コース 距離 スタート ゴール 

11 月 20 日 
（日） 

小田原 
コース 

相模湾を⾒下ろす 
国府津・曽我山コース 30km 

小田原城址 
公園銅門 
広場 

小田原城址 
公園銅門 
広場 

石垣山一夜城と箱根湯本 
温泉街コース 20km 

雄大な海の恵みを感じる 
石垣山一夜城コース 10km 

ゆっくり歩こう憩いの 
ファミリーコース 6km 

真鶴・湯河原 
コース 

潮風薫る真鶴岬とみかん 
香る湯河原幕山コース 20km 真鶴町⽴ 

真鶴中学校 
 

 受付・出発式・スタート・フィニッシュ時刻 
コース 受付 出発式 スタート フィニッシュ 

小田原コース  30km 

新型コロナウイルス感染症 
対策のため、実施しない 

8 時〜8 時 30 分 

正午〜午後 4 時 
〃    20km 9 時〜9 時 30 分 
〃    10km 10 時〜10 時 30 分 
〃     6km 11 時〜11 時 30 分 

真鶴・湯河原ｺｰｽ 20km 9 時〜9 時 30 分 
 

 事前申込参加費（当日申込はありません） 
個人申込 団体申込 

一般 1,500 円 一般 1 名あたり 1,300 円 
小・中学生 100 円 小・中学生 1 名あたり 100 円 
未就学児 無料 未就学児 無料 

 

 申込期間 事前申込は、令和 4 年(2022 年)９月 12 日(月)から 10 月 14 日まで 
      ※ガイドブックへのお名前掲載は、9 月 30 日(⾦)申込まで 
 申込方法 ①払込による申込       ②直接申込（小田原市役所、小田原アリーナ） 
      ③郵送による申込(現⾦書留)  ④インターネットによる申込 
      ⑤電話による申込       ⑥FAX による申込 

問合せ先  城下町おだわらツーデーマーチ実⾏委員会事務局  ℡0465-38-1198 



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」の備考の欄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、大会誌にお名前が掲載されません。 

●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 １０月  

  

01(土) ＫＷＡ委託例会 多摩川の本流❶    ：川  崎 16(日) ◎第 22 回県央まほろば大会        ：県  央 

02(日) ＫＷＡパスポートシリーズ⑧ 17(月) 恩田川・鶴見川 Ｖ字ウオーク         ：あつぎ 

平塚の島巡り       ：ひらつか 19（水) ビオトピアへ GO               ：小田原 

03(月) 相模線沿線ウオーク③            ：あつぎ 20(木) ゆっくりＷ 深谷通信隊跡地を訪ねる  ：ふじさわ 

04(火) ゆっくり W 新しもの好き小田原へ      ：ふじさわ 21(金) 鶴見川の源流を訪ねる             ：相模原 

05(水) 県央の公園(海老名市の公園)巡り     ：県  央 22(土) ◎西湘ウオーク               ：ひらつか 

06(木) わぉ! 坂道 旭区の坂道               ：相模原 23(日) 歩きたい道⑦三角点Ｗ（鳶尾山～連光寺村）：川 崎 

07(金) ツーデーマーチ歓迎ウオーク         :よこはま 25(火) 引地川フリーウオーク            ：県  央 

08（土）・09(日) 第 24 回港よこはまツーデーマーチ:よこはま 27(木) 円海山と大岡川源流を訪ねて(緑道⑫) ：よこはま 

10(月・祝) 横須賀 パワースポットを巡る       ：ヨコスカ 29(土) 各駅停車Ｗ・江ノ電             ：ふじさわ 

12(水) わたしの散歩道④あさかた つるしん     ：川  崎 30(日) 金目観音から鶴巻温泉へ         ：ひらつか 

15(土) 鎌倉の生産緑地を歩く                ：鎌  倉  

  


