
 

KWA             ２０２２第２６９号 

か な が わ を 歩 こ う１２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１０弾 

新しき道      開催地 川崎市 
主  催 ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会   主 管 川崎ウオーキング協会 
開 催 日 2022 年 12 月１1 日（日） 雨天決行 距離：➀６km ➁１０km ➂１２km ④１８km 

集合場所 こすぎ公園▼(共用１)（ＪＲ南武線･横須賀線、東急東横線 武蔵小杉駅から１０分） 

     ※ トイレは駅構内又は南武線駅北口階段下で        【全て自由歩行】 

  受  付 ９：００〜９：３０ 受付後、各自ストレッチを行い、随時出発  ※出発式なし 

解散場所 ①南武線 武蔵新城駅南口 公衆トイレの駅寄り(実距離 4.4km) １０：４５頃 

     ②元住吉駅ブレーメン通り側(東急東横線・目黒線)(実距離 ７.9km) １１：３０頃 

     ③高田駅前(横浜市営地下鉄グリーンライン)(実距離 8.8km) １2：００頃 

     ④新横浜駅北口西広場(横浜線・地下鉄ブルーＬ ２分)(実距離 １４.８km) １３：３０迄 

コ ー ス  S～西明寺～等々力緑地～宮内歩道橋～MP1～��������西下橋～��������又玄寺～	
分岐①Ｇ。 

②③④新城神社～��������江川橋･分岐。②MP2～せせらぎ遊歩道～��������井田１～②G。 

③④鷹巣橋～蟹ヶ谷～MP3～高田駅前③Ｇ。 

④OK わき～新羽～新田緑道	
 MP4～新横浜大橋～④G。 

                       S：ｽﾀｰﾄ  G：ｺﾞｰﾙ  MP：ﾐｽﾃﾘｰﾎﾟｲﾝﾄ 

見どころ 川崎市内から、ほぼ完成の新吉田・新羽(にっぱ)・新横浜を歩きます。 

問合せ先 ： 川崎ウオーキング協会  ℡ ０９０-１４３２-4128 

鎌倉歩け歩け協会・閉会のご挨拶 

鎌倉歩け歩け協会は、発足以来 30 年にわたり、皆様と共に鎌倉の歴史と文化に触れ、自然を堪能 

しながら自らの健康づくりと仲間同士の親交を図ってきましたが、役員の減少・高齢化を考慮すると 

今後の運営は、非常に厳しい状況から苦渋の選択として、本年 12 月を以て閉会いたします。 

長年にわたり、ご支援とご協力をいただきました神奈川県ウオーキング協会及び加盟各協会の会員、 

参加者及び関係機関、各位に厚くお礼申し上げます。 

鎌倉歩け歩け協会 会長 鈴木茂生 

 

発 行   ＮＰＯ法人 神奈川県ウオーキング協会  ２０２２年１２月 １日〔 第 ２６９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   



 

１２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 

 

 

１２/１ 

（木） 

横浜市            １０ｋｍ 

 

綱島街道を歩こう 

自由歩行 

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・水・金 10～16 時 

集 合 大綱橋（東急東横線 綱島駅５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 横浜駅西口（JR 横浜駅 １分） １２：００迄 

コース 港北区役所→菊名駅前→港北小学校→妙蓮寺駅前→ 

東白楽駅前→東横フラワー緑道→高島山トンネル ☆前半は綱 

島街道、後半は東横線各駅沿いを横浜駅西口まで歩きます。 

 

 

２ 

(金) 

伊勢原市            １２ｋｍ 

 

伊勢原の銀杏 

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 3 分） 

受 付 ８：５０～９：２０ 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール 伊勢原駅北口 14 時頃  

コース 高部屋神社→丸山城址公園→龍散寺→自然遊歩道→運

動公園→銀杏並木→伊勢原駅北口 

☆市指定の銀杏並木、伊勢原の晩秋の里を訪ねる。 

 

 

３ 

（土） 

鎌倉市              １０ｋｍ 

 

★(05)鎌倉「学校唱歌」を訪ねる 

（参加費無料）自由歩行 

鎌倉歩け歩け協会 

℡090-2633-3715 

集 合 鎌倉駅横浜銀行駐車場 ※トイレは駅でお願いします 

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 長谷寺前信号→極楽寺駅前→稲村ヶ崎海浜公園→ 

     若宮大路→岐れ路→鎌倉宮→西御門→八幡宮 

☆明治時代の文部省唱歌「鎌倉」の歌詞にしたがい歩きます。 

 

 

 

 

 

４ 

(日) 

横須賀市            10ｋｍ 

 

ペリー提督ゆかりの港 

自由歩行 

ヨコスカ ウオーキング協会 

℡046-804-9876 

集 合 久里浜でんしゃ公園▼（JR・久里浜駅歩 2 分） 

受 付 9：15～９：４５ スタート 9：３０～ 

ゴール 京急・浦賀駅 １３：３０まで 

コース くりはま花の国→ペリー公園→燈明堂→愛宕山公園 

☆今年はペリー来航 170 年です。久里浜花の国から東京湾を 

眺め、ペリー公園で記念碑見学。すこし健脚向きのコースです 

平塚市         ①11➁17ｋｍ 

自由歩行 

水無川・金目川・花水川を歩く 

地図見て歩こう 

ひらつかウオーキング協会 

℡080-9881-1634 

集 合 見附台公園(平塚駅西口 6 分) 

受 付 ８；３０～９：００ 出発式無し 受付後随時出発 

ゴール ①観音橋(10：00～12：30)➁まほろば橋下(11：00～13：

30)コース なでしこ公園→花水川右岸→観音橋→交通公園 

☆冬の初め海の近くから秦野駅まで川沿いにウォークしょう 

地図見て歩く自信のない方は、アンカーとご一緒しましょう 

 

 

５ 

（月） 

鎌倉市             １０ｋｍ 

第７回 ハッピーウオーク 

鎌倉の名刹・お寺めぐり 
（KWＡパスポートへの押印はしません） 

ＫＷＡ普及部会 

Ｆａｘ 045-311-3693 

集 合 鎌倉駅西口時計台広場 

受 付 ９：３０～９：５０  出発 １０：００ 班別団体歩行 

ゴール 若宮大路鎌倉彫会館前（鎌倉駅３分） 

コース 時計台広場→六地蔵→長谷寺→滑川信号→光明寺→ 

     九品寺→妙隆寺→宇都宮稲荷→鎌倉彫会館前 

☆古都鎌倉の名所、有名なお寺をめぐります。 

 

 

６ 

（火） 

横浜市      ①８ｋｍ ②１４ｋｍ 

 

和泉川の水辺散策 

自由歩行 

県央ウォーキング協会 

℡046－263－5154 

集 合 湘南台公園▼小田急・相鉄・地下鉄線 湘南台駅～7 分 

受 付 8：５０～９：２０ 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール ①いずみ野駅 11：00 頃   ②二ツ橋公園 12：30 頃  

コース 和泉川地蔵が原の水辺→泉区役所→和泉川宮沢遊水地 

→瀬谷狢窪公園→二ツ橋公園→三ツ境駅 

 ☆和泉川の上流に向かって三ツ境迄散策する。 

 

 

７ 

（水） 

厚木市             12ｋｍ 

 

わぉ！坂道 厚木の坂道② 

(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 当麻東原公園(ＪＲ 原当麻駅歩７分) ※トイレは駅で 

受 付 9:00～9:30  出発式無し、受付後随時出発 

ゴール ＪＲ相模線 相武台下駅  13 時迄 

コース 男井戸坂→堂坂(上依知) → 猿ヶ島スポーツセンター→

隠居坂→鵜藤坂→上り戸公園 ☆厚木市の東側、相模 

川に面した中津原面河岸段丘を上下して七つの坂を楽しみます 
 



 

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 

 

 

０８ 

（木） 

藤沢市             １０ｋｍ 

 

買い物（さがみハム）ツアー 

自由歩行 

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・水・金１０～１６時 

集 合 湘南台公園▼（小田急/相鉄/地下鉄 湘南台駅５分） 

受 付 ９：００～９：３０   出発式 なし、受付後随時出発 

ゴール サガミハム直売店（湘南台駅５０分、バス１５分）１１：００ 

迄 コース 秋葉台運動公園→宝泉寺→サガミハム直売店（１次 

解散）→湘南台駅 ☆年末恒例の買い物ウォーク。ご参加の皆 

様用に特別仕様の商品も用意されています。ウォークだけも OK 

 

 

１０ 

（土） 

横浜市             １１ｋｍ 

ゆっくりウオーク 

もみじの俣野別邸庭園 

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 湘南台公園▼（小田急、相鉄、地下鉄 湘南台駅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 ふじさわ宿交流館（藤沢駅１４分）１２：００まで 

コース 俣野橋→東俣野中央公園→俣野別邸庭園（一時解散） 

→遊行寺坂上 ☆東俣野中央公園は真赤に紅葉したモミジバ 

フウ、俣野別邸庭園はもみじ坂、もみじ谷のイロハモミジの紅葉 

 

 

１１ 

（日） 

川崎市 自由歩行 ➀６km ②１０

km ③１２km ④１８km 詳細はP1 

KWA パスポートシリーズ⑩ 

新しき道(新城～新横浜) 

川崎ウオーキング協会 

℡090-1432-4128 

集 合 こすぎ公園（ＪＲ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 ９：００～９：３０受付

次第各自随時出発 ゴール ①武蔵新城駅南口(ＪＲ南武線)１

０：４５頃、②元住吉駅ブレーメン通り側(東急東横線･目黒線)１

１：３５頃、③高田駅前(市営地下鉄Ｇライン)１２：００頃、④新横浜

駅北口西広場 (ＪＲ横浜線･地下鉄Ｂライン 2 分)１３：３０迄 

 

 

１３ 

(火) 

秦野市             １１ｋｍ 

 

ぐ～るりと水無川を巡る 

       自由歩行 

小田原市歩け歩けの会 

℡090-9853-9620 

集 合 おおがみ公園（小田急小田原線 秦野駅 歩 ３分） 

受 付 ８：５０～９：２０ 出発式なし 受付後随時出発 トイレは駅で 

ゴール 秦野駅 （小田急線）         １２：００頃 

コース 水無川（右岸）カルチャ－パ－ク→古墳公園→平和橋 

→左岸→まほろば大橋 ☆水無川の右岸、左岸の綺麗な畔を 

歩き川のせせらぎを聞きながら、冬の水無川の景観を楽しみましょう 

 

 

１５ 

（木） 

川崎市 自由歩行 ①6km かわせ

み隊((先導付) ②１０km ③１８km 

わたしの散歩道〔5〕 

北部市場・買物ツアー 

川崎ウオーキング協会 

℡090-5310-4293 

集 合 鷺沼公園▼(東急田園都市線 鷺沼駅 南口１０分)  

受 付 ②③：９：００～９：３０ 受付次第各自随時出発 ①：９：２０ 

～９：３０受付後、先導者の準備が整い次第出発 ゴール ①②： 

北部市場(登戸・あざみ野駅方面：市場前・南水沢バス停、宮前

平・溝の口・生田方面：清水台バス停まで７分)１１：４５頃 ③：大

山街道ふるさと館前(ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口駅 １０分)１３：４５迄 

 

 

１７ 

（土） 

東京・川崎市・横浜市 

①１３ｋｍ②２０ｋｍ③３３ｋｍ 

第３０回 汽笛一声ウオーク 

★神奈川 14-2（①③） 自由歩行 

よこはまウオーキング協会 

℡045-290-1029 月・水・金１０～１６時 

集 合 ②③日比谷公園にれのき広場▼（JR 新橋駅日比谷口 

１０分、有楽町駅日比谷口５分）、①川崎稲毛公園▼（JR/京急

川崎駅東口１０分） 受 付 ②③７：１５～８：００ ①９：４５～１０：

３０ ゴール ①③赤レンガパーク最終１６：００迄 ②川崎稲毛公

園 最終１５：００迄 コース チラシ参照 ☆鉄道開業１５０年＆

第３０回の記念の年に全国のウォーカーといっしょに歩きましょう 

 

 

１９ 

（月） 

藤沢市    ①１５ｋｍ ②１８ｋｍ 

各駅停車ウオーク③ 

小田急江ノ島線 

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 湘南台公園▼（小田急、相鉄、地下鉄 湘南台駅６分） 

受 付 ９：００～９：３０  受付後随時スタート  自由昼食 

ゴール ①片瀬江ノ島駅１３：００まで、②奧田公園１３：３０まで 

コース 六会日大前駅→各５駅→片瀬江ノ島駅①ゴール→奧田 

公園②ゴール  ☆三回最終は駅間が長い江ノ島線、各駅をま 

わり、一時の「撮り鉄」となり、第一ゴールは「竜宮の駅」です 

 

 

２０ 

(火) 

厚木市              １０ｋｍ 

 

ＡＷＡ納めウオーク 

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 出発式なし 受付後随時出発 

ゴール 相模三川公園→新相模大橋→中津川橋→西福寺→ひ

びき公園→市営プール前→厚木神社 

コース 厚木神社（本厚木駅へ約 10 分） 12 時頃 

☆相模川、中津川沿いを歩きます。平坦で歩きやすい道です。 

 

 

２１ 

（水） 

相模原市       ①9 ㎞②14 ㎞ 

歩き納めウオーク 

相模原市ちゅうｗａｌｋ 
(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 鹿沼公園(JR 横浜線 淵野辺駅 5 分) 

受 付 9:00～9:30  出発式無し、受付後随時出発 

ゴール ①JR 上溝駅 11:30 頃 ②相模原スポーツパーク(JR 相

模原駅 10 分) 13:30 迄   コース 淵野辺公園→道保川公園

→上溝駅→横山公園→小山公園    ☆中央区が誕生した日

に冬枯れの５つの公園を歩いて冬の季節を感じます 



  

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） 

大和市               １０ｋｍ 

 

ラストウオーク 深見神社 

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▼小田急・相鉄 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 深見神社 １１：３０頃 （大和駅～10 分） 

コース ふれあいの森親水広場→泉の森引地川水源地→引地台

公園→深見神社  

☆今年一年無事に過ごさせて頂いた御礼を込めて参拝致します 

 

 

２５ 

（日） 

寒川町      ①８ｋｍ ②１２ｋｍ 

 

納めのウォーク  寒川神社 

     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） 

① 集 合 打越公園（慶応大学バス停５分） 解散：寒川神社 

受 付 ９：３０～１０：００ 受付後随時スタート      １２：００迄  

② 集 合 円行公園（湘南台駅西口６分）  解散：寒川神社 

受 付 ９：００～９：３０受付後随時スタート        １２：００迄 

コース ②円行公園→遠藤東→慶応大学バス停①合流→小出 

川→茅ヶ崎里山公園裏→オーケー物流センター前→寒川神社 

 

 

２８ 

（水） 

川崎市 自由歩行 ①８km かわせ

み隊(先導付)②１０③１４④２０km 

多摩川 100 ㌔⑦ 納会ウオーク 

川崎大師への道 

川崎ウオーキング協会 

℡044-856-6347 

集 合 稲毛公園(ＪＲ川崎駅 北口１２分) 受 付 ②③④：９：００

～９：３０ 受付次各自随時出発、①：９：２０〜９：３０に受付後、先

導者の準備が整い次第出 発 ゴール 川崎大師(京急大師線 

川崎大師駅 １０分)①１２時頃 ②１２：２０頃 ③１２：２０頃 ④１３：

２０迄 ☆ 今年３月に多摩川の最下流橋として開通した「多摩川スカイ

ブリッジ」を渡って川崎大師へ向かいます。今年の川崎納めのウオーク 

 

第３０回 汽笛一声ウオーク   ３３km ･ ２０km ･１３km 
                                 33km・13km は 500 選 14-2 

開 催 日 ２０２２年１２月１７日 (土) 雨天実施 

集合場所   33km ･ 20km 日比谷公園にれのき広場（日比谷公会堂前） 
                 （ＪＲ新橋駅日比谷口 10 分・ＪＲ有楽町駅日比谷口 5 分) 

        13km        川崎・稲毛公園（ＪＲ・京急川崎駅東口 10 分） 

受   付   33km ･ 20km: ７：１５～８：００      13km  : ９：４５～１０：３０ 

スタート   33km ･ 20km: ８：１５               13km : １０：４５ 

ゴ ー ル    33km ･ 13km :赤レンガパーク（ＪＲ桜木町駅まで 15 分） 
        20km :川崎・稲毛公園（ＪＲ・京急川崎駅まで 10 分） 

参 加 費  事前    大人 1500 円・中学生 1000 円・小学生以下（家族同伴）は無料 

        当日     大人 1800 円・中学生 1200 円・小学生以下 （家族同伴）は無料 

  事前申込締切  大会前日まで受け付けますが、参加者名簿にお名前が記載されるのは 11 月 18 日迄です 

   問合せ先：よこはまウオーキング協会 内 汽笛一声ウオーク実行委員会 
〒221-0834 横浜市神奈川区台町 7-2 ハイツ横浜 608  ℡.Fax 045-290-1029(月･水･金 10:00～16:00) 

参加者同士、地域住民とのトラブルを避け 

声を掛け合い楽しいウオークをしましょう 

ＫＷＡパスポートシリーズ第１弾 

   川シリーズ 阿久和川リバーサイドウオーク（＃０４）   開催地 横浜市   雨天実施 

  開 催 日  令和 ５年１月２２日(日)      １１ｋｍ 

  主   催  ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会     主   管  よこはまウオーキング協会 

  集合場所  緑園東田谷公園（相鉄線いずみの線 緑園都市駅 ５分） 

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

  ゴ ー ル  戸塚駅西口（JR/市営地下鉄 戸塚駅）１１：３０迄 

  コ ー ス  緑園東田谷公園入口→緑園一丁目（フェリス女学院手前）→岡津電話局前→岡津町→ 

     阿久和川左岸→五軒橋→新代橋→片層ふれあい公園→かもめ橋→富士橋→蔵坪→ふたかけ広場(IVV) 

  見どころ   阿久和川の中流から下流へと名瀬川および柏尾川流域への合流点を経由して、川面を渡る風を 

          感じながら、ゆっくり楽しむウォーキングです。 

問合せ先 ： よこはまウオーキング協会  ℡045-290-1029 月・水・金 10～16 時 



 

第 5７回  鎌倉歴史探訪ウオーク 

（令和４年歩き納め大会）      チラシ参照 

開 催 日 ２０２２年１２月１８日（日）   雨天実施   自由歩行 

スタート場所 No.1 金沢八景公園  No.2 亀ヶ岡八幡宮  No.3 大船駅モノレール広場 

            No.4 本郷台駅 駅前広場  No.5 円覚寺駐車場  No.6 片瀬海岸東浜  No.7 奥田公園 

            No.8 由比ヶ浜・鎌倉海浜公園 

   受 付 時 間 No.1，2，3，7 ９：００～９：３０        受付後随時出発 

No.4，5，6，8 ９：３０～１０：００       受付後随時出発 

   ゴール場 所 由比ヶ浜・鎌倉海浜公園 各コース共通 

   ゴール時 間 １1：3０～１３：３０ 各コース共通    歩き納め式 １３：３０～ 

参 加 費 事前：大人１，０００円 JWA 個人会員  ８００円（記念品、コース地図） 

当日：大人１，５００円 JWA 個人会員１，５００円（記念品、コース地図）  中学生以下 無料 

＊JWA 会員とは､JWA 個人正会員､JWA 個人準会員です。各加盟団体の会員は一般となります｡ 

＊中学生以下（参加費無料）は、当日申込みのみとなります。 

＊荒天、地震などの主催者の責によらない理由で中止、中断になった場合、 

  参加費の返金は一切行いません。 

申込み方法  ①郵便振込      郵便局に備え付けの振込取扱票にご記入の上、お振込み下さい。 

              ②直接申込      日本ウオーキング協会 事務所にてお申込みが出来ます。 

              ③ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込  ｽﾎﾟｰﾂｴﾝﾄﾘｰ申込(http://spoen.net/80747) 

No. コース名 コ  ー  ス 距離 集合場所 交通機関 担当協会 

1： 君知るや 

朝比奈切通し 

金沢八景公園→六浦→朝比奈切通し→ 

杉本寺→鎌倉宮→鶴岡八幡宮→ 

由比ヶ浜・鎌倉海浜公園(ゴール) 

12km 
金沢八景公園 

9:00～9：30 

京浜急行 

「金沢八景」駅 

徒歩 8 分 

＊県央 

  あつぎ 

相模原 

2: 波と遊ばん 

名越切通し 

亀岡八幡宮→波子不動→披露山公園→ 

名越切通し→安国論寺→鶴岡八幡宮→ 

由比ヶ浜・鎌倉海浜公園(ゴール) 

13km 
亀岡八幡宮 

9:00～9：30 

ＪＲ横須賀線 

「逗子」駅 

徒歩 3 分 

＊よこはま 

  川崎 

3: 大船観音 

巨福呂坂切通し 

モノレール広場→砂押川→散在ヶ池森林公園 

→巨福呂坂切通し→鶴岡八幡宮→ 

由比ヶ浜・鎌倉海浜公園(ゴール) 

12ｋｍ 

大船駅 

モノレール広場 

9:00～9：30 

ＪＲ東海道線 

「大船」駅 

徒歩 5 分 

＊ヨコスカ 

  鎌倉 

７: 湘南潮風 

極楽寺坂切通し 

奥田公園→境川右岸→片瀬江ノ島駅前→ 

七里ガ浜→稲村ヶ崎→極楽寺坂切通し→ 

由比ヶ浜・鎌倉海浜公園(ゴール) 

11ｋｍ 
奥田公園 

9:00～9：30 

ＪＲ東海道線 

小田急線 

「藤沢」駅 

徒歩１０分 

＊湘南 

 ふじさわ 

小田原 

ひらつか 

8. 鎌倉殿ゆかりの 

  地と鎌倉名所巡り 

由比ヶ浜・鎌倉海浜公園→和田塚→安達盛長 

邸跡→高徳院→鶴岡八幡宮→北條執権邸旧蹟 

→由比ヶ浜・鎌倉海浜公園(ゴール) 

10km 
由比ヶ浜・ 

鎌倉海浜公園 

9;30～10:00 

JR 横須賀線 

「鎌倉」駅 

徒歩１5 分 

＊ＫＷＡ 

 

その他のコース  No.4：コース  鎌倉アルプス亀ヶ谷坂切通し  ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会 

                  No.5：コース  五山名園仮粧坂切通し      （一社）日本ウオーキング協会協歩会 

No.6：コース  鎌倉山大仏坂切通し       ＮＰＯ法人埼玉県ウオーキング協会 

問合せ先 ： （一社）日本ウオーキング協会  ℡ 03-5256-7855 Fax 03-5256-7856 

第７回 ハッピーウオーク 

鎌倉の古刹･お寺めぐり      開催地 鎌倉市 
開 催 日   ２０２２年１２月５日(月)      １０km     班別団体歩行 

集合場所  鎌倉駅西口時計台広場   ※トイレは駅でお願いします 

受   付   ９：３０～９：５０     出  発  １０：００ 

コ ー ス  時計台広場→六地蔵→長谷観音前(トイレ)→１３４号線→光明寺→九品寺→ 

        大町四ツ角信号→妙隆寺→宇都宮稲荷神社→鎌倉彫会館前(解散)→鎌倉駅 

解散場所  若宮大路鎌倉彫会館前（鎌倉駅 ３分） 

見どころ   頼朝が鎌倉に幕府を開いて 800 年、今でも活気に満ちた鎌倉の中心地を歩きます。 

        いにしえの鎌倉を感じさせる古寺、長谷寺や光明寺から新田義貞鎌倉攻めの中心 

        九品寺を経て、日蓮布教の中心大町を訪ねます。 

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



  

ＫＷＡパスポートシリーズの新シリーズ 
  会報 11 月号でもお知らせしましたが、KWA パスポートシリーズの｢神奈川を流れる川シリーズ｣は 

  2023 年 1 月 22 日の「阿久和川リバーサイドウオーク」にて全コースを完了いたします。 

  ＫＷＡとしましては「川シリーズ」に代わる新しいシリーズとして「神奈川県の街道シリーズ」を 

  2024 年よりの実施をめざし企画しています。 

  神奈川県には東海道、甲州街道があり、その中間に中原街道と矢倉沢往還が東西に通っています。 

  南北には絹の道八王子街道、さらに、霊場大山に通じる大山街道が網の目のように結ばれ、人々や 

  物資が行き交いました。これらの街道を歩く｢神奈川県の街道シリーズ｣の計画を進めています｡ 

                                 ＫＷＡ第１事業部会 

ＫＷＡウオーキングパスポート２０２２提出について 

2022 年「ＫＷＡウオーキングパスポート」に挑戦し、下記認定条件を達成された方は「ＫＷＡ 

年間完歩者」として認定されます。 

☆ 認定条件   ① ＫＷＡ主催の例会（パスポートシリーズ 回の内）     ４回 

② ＫＷＡ加盟協会の例会（各２回×１０協会）            計２０回 

③ ＫＷＡ主催例会・加盟協会例会の中から（フリー）        １回 

住所・氏名等をご記入のうえ、所属する協会に、他協会の方は、お近くのＫＷＡ加盟協会に 

提出して下さい。 

受付け期間 ２０２２年１２月１日～２０２３年１月２５日まで 
ＫＷＡ会報「かながわを歩こう３月号」にお名前を掲載しその栄誉を称え併せて記念品を贈呈します。 

更に合計 50 回以上を完歩された方（ＫＷＡマスターウオーカー）も同様にＫＷＡ会報にお名前を記 

して更なる栄誉を称えます。但し記念品はありません。 

          ＫＷＡ  事務局 

ＫＷＡウオーキングパスポート２０２３発売について 

2023 年版「ＫＷＡウオーキングパスポート」は 12 月 1 日以降発売されます。ＫＷＡ各協会の例会に 

 於いて 1 部 100 円でお求め下さい。 

      ☆ 対 象 者    何方でもチャレンジできます。 

☆ 認定条件  ① ＫＷＡ主催の例会（パスポートシリーズ１0 回の内）     ４回 

                   ② ＫＷＡ加盟協会の例会（各２回×９協会）             計１８回 

☆ 認定方法  ① それぞれの例会に参加し、認定条件を満たす参加回数(2023 年は 22 回)の 

 例会を完歩された方は「ＫＷＡ年間完歩者」に認定されます。 

② 例会参加時「ＫＷＡウオーキングパスポート」に捺印を受けて下さい。 

               捺印は､例会当日の協会が決めた時間のみです。別の時間､後日の捺印は出来ません。 

☆ 期  間     ２０２３年１月～２０２３年１２月（有効期間  1 年） 

ＫＷＡ  事務局 

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  １月  

  

03(火) 多摩川１００㌔①箱根駅伝Ｗ      :川  崎 17（火) 鶴見川ウオーク                   ：よこはま 
04(水) 新春初詣・深見神社            ：県  央 20（金) ゆっくり W 湘南海岸公園と辻堂海浜公園 ：ふじさわ 
06(金) 初詣・亀ヶ池八幡宮と溝の七福神巡り ：相模原 21(土) 比々多神社に参る                  ：ひらつか 
08(日） 久里浜から水仙ロードを行く      ：ヨコスカ 22(日) ＫＷＡパスポートシリーズ①川シリーズ 

09(月/祝) 戸塚七福神巡り              ：よこはま       阿久和川リバーサイドウオーク（＃04）   ：よこはま 

09(月/祝) 東海七福神めぐり           ：ひらつか 24(火) 渋沢丘陵を歩こう                ：小田原 

0７(火) 初詣 飯山観音               :あつぎ 25(水) 原町田七福神巡り                  :相模原 

13(金) 藤沢七福神めぐり            ：ふじさわ 27(金) 吾妻山の菜の花                 ：あつぎ 

14(土) 瀬谷八福神めぐり             ：県  央 28(土) 湘南の七福神めぐり① 

15(日) 歩きたい道①川崎七福神          :川  崎         相州村岡七福神             ：ふじさわ 

 29(日) 大山街道(矢倉沢往還)             ：県  央 

  

９


