
相模原市ウォーキング協会

２０23年5月・6月号(第129号)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2023年5月・6月のウォーキングカレンダー

　 6月27日（火） 　　　　相模原北公園のアジサイ(相模原市) 13㎞

通常例会
　 5月　4日（木/祝）　　麻溝公園のクレマチス(相模原市) 10㎞
　 5月21日（日） 　　　　ＫＷＡパスポートシリーズ④
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相模川の清流と遊ぶ道(相模原市)

8㎞・ 13㎞・16㎞

　 6月　2日（金） 　　　　薬師池公園を巡る(町田市) 8㎞・ 13㎞
　 6月14日（水） 　　　　わぉ！坂道　座間の坂道➌(座間市) 6㎞・ 10㎞

　　　　　　　　　　　　　☆☆　2月22日相模原教育会館会議室に於いて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第27回定期総会が開催されました　☆☆

　　下記の報告事項、決議事項等が上程、審議され全て異議なく承認可決されました。

　　　　　　　　　報告事項　　　　　　　　　　　　　　提案事項　　　　　　　　　　　　　　その他
　　　　　　　　　　　・事業報告　　　　　　　　　　　　　・事業計画等　　　　　　　　　　　・役員変更
　　　　　　　　　　　・決算報告　　　　　　　　　　　　　・予算
　　　　　　　　　　　・会計監査報告

　　なお、今総会において10年間にわたり会の発展に尽力された次の方が表彰されました。
　　　　飯田　稔 様　　　佐藤　恭久 様　　　本間　正 様　　　大西　義昭 様

潤水都市相模原
(相模原の、未来へ向かう合言葉)

さがみん

潤水都市 さがみはら
（相模原の、未来へ向かう合言葉）

さがみん

相模原市マスコットキャラクター五月の花：ゆり
白ゆりの花言葉は「純潔」「無垢」「威厳」「無邪気」

「高貴」「自尊心」「栄華」
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コース等   相模大野中央公園→�相模女子大前→�御園二丁目→水道みち緑道→麻溝公園(クレマチス

　　　　　観賞)→�麻溝公園入口→�清掃事務所前→�古淵駅入口→古淵駅

5月4日（木/祝）　　　　　　　　　　【担当：原田(由)】

　麻溝公園のクレマチス
　　　　開催地　相模原市 　10㎞ 　　自由歩行

ゴ ー ル　JR横浜線　古淵駅 　10時30分～１2時00分
受付時間　9時00分～9時30分　出発式なし、受付後随時出発
集合場所　相模大野中央公園▼(小田急線 相模大野駅 0.6㎞)

　　注）小雨実施、飲料水・雨具をご持参下さい。
　　　　　　　　　　             　　昼食はゴール後ご自由に

県立相模原公園に隣接する麻溝公園は相模原市南区にある総合公園です。季節の花々咲き誇り緑の生
い茂る園内は自然の宝庫。また見晴らしの良い展望塔やフィールドアスレチック、動物と触れ合える動
物広場や大きな芝生広場などたくさんの広場があります。

園内にはいろいろな花が咲いていますが、今回は230種8000株のクレマチスをじっくり観賞できる
コースにしました。クレマチスはキンポウゲ科クレマチス属の植物です。様々な花の形や色などで豊富
な品種を誇り「つる性植物の女王」ともよばれています。

集合場所　橋本公園▼(JR/京王 橋本駅 0.7㎞)

5月21日(日)　　　　　　　　　　　　　【担当：藤瀬】

受付時間　9時00分～9時30分　出発式なし、受付後随時出発

◇◇◇例　会　案　内◇◇◇
参加費について：記載の無い場合は、相模原市・ＫＷＡ・町田会員は２００円（小中学生　　１００円）、
ＪＷＡ加盟の他協会々員は３００円、それ以外の会員及び一般参加者は５００円です。

　相模川（さがみがわ）は、山梨県・神奈川県を流れる一級河川相模川水系の本流です。相模川の名前
は相模国に由来しますが、上流の山梨県では、桂川（かつらがわ）と呼ばれていて河口近くの下流で
は、馬入川（ばにゅうがわ）と呼ばれています。鎌倉時代に相模川を渡る東海道に初めて相模川橋と呼
ばれる橋が架けられたときに、落成供養に臨んだ源頼朝が乗った馬が暴れて落ちたという伝説にちなん
でいます。今回は相模川中流域の小倉橋から高田橋までの間の清流を眺めながら歩きます。なお、①の
8㎞コースは相模川を離れたコースを歩きますので「日本の歩きたくなる道500選(14-7)」の対象外
となります。

コース等    橋本公園→�(スシロー前)①と②③分岐→①北総合体育館→�作ノ口→本町東児童遊園
　　　 　　②③→原宿公園→久保沢南公園→小倉橋→相模川自然 の村公園→新堀用水路(烏山用水)→

　　　　　 �高田橋→�田名小前(②と③分岐) ②→田名バスターミナル

コース等   ③→�上溝バイパス→�上溝本町→本町東児童遊園

　ＫＷＡパスポート シリーズ⑤
　　相模川の清流と遊ぶ道　
　　(日本の歩きたくなる道500選　14-7)
 開催地　相模原市　 ①8㎞ ②13㎞ ③16㎞ 　自由歩行

　　　　　　　 　(①8㎞は500選対象外です)

ゴ ー ル　 ①③本町東児童遊園(上溝駅　0.2㎞)　 10時00分～13時30分
　　　　　 ②田名バスターミナル(JR横浜線 相模原駅、淵野辺駅にバスあり)　10時45分～13時00分

　注）小雨実施、飲料水・雨具をご持参下さい。昼食は自由昼食

フェンスに這ったクレマチス

水郷田名の新堀用水路(烏山用水)

熱中症は夏だけですか？ いいえ 梅雨時も危険です

・ 梅雨の晴れ間や急に気温が上がった時は要注意！
・ 気温が高くなくても湿度が高いとリスクあり
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6月27日（火）　　　　　　　　　　　【担当：前田】

 6月2日（金）　　　　　　　　　　　 　【担当：大浦】

 フットパスウォーク 薬師池の公園を巡る　
　　　　　　開催地 町田市　①8㎞　②13㎞　自由歩行

　注）小雨実施、飲料水・雨具をご持参下さい。
昼食はゴール後ご自由に

集合場所　町田シバヒロ▼(小田急 町田駅北口 0.5㎞)
受付時間　9時00分～9時30分 出発式なし、受付後随時出発

ゴ  ー ル　① 薬師池公園　四季彩の杜 西園
　　　　　(小田急町田駅 バス 17分)　10時30分～11時30分
ゴ  ー ル　②町田シバヒロ(小田急 町田駅北口 0.5㎞)　11時30分～12時30分

6月14日（水）　　　　　　　　　　　【担当：今田】

コース等　座間谷戸山公園→本堂坂→北谷戸坂→富士山公園→

コース等　浅間坂→盆前坂→観音坂→梨の木坂→�座間駅前→①座間駅東口　
　　　　　②→桜田坂→おしな坂→地蔵坂→立野台公園→上羽根沢の坂→座間駅東口

コース等   町田シバヒロ→町田中央公園→薬師池公園ダリア園→鎌倉井戸→七国山ファーマーズセン
コース等   ター→薬師池公園ぼたん園→薬師池公園→薬師池公園 四季彩の杜西園(①ゴール) 
コース等   →②日向台→町田シバヒロ

 　わぉ！坂道　座間の坂道③
　　　　　開催地　座間市  　6㎞・ 10㎞　 自由歩行

コース等　相模原駅北口広場→市民会館前→横山公園→
コース等　南橋本四丁目(2)信号→相模原北公園(紫陽花観賞)→橋本公園

市の花「アジサイ」は市制20周年を記念して昭和49年11月20日に制定されました。毎年梅雨の訪
れとともにアジサイの季節を迎えますが、相模原北公園のアジサイは関東でも有数の規模があり、市
役所通りの桜並木とともに他所に自慢できるものの一つです。白いアジサイ、アルボレスケンス『ア
ナベル』の群生はこの季節に是非とも観賞してほしいものです。

“あじさい通り"で路傍のあじさいを楽しみ“相模原北公園”では群生のあじさいを観賞して下さ
い。また、北公園では花しょうぶの観賞も楽しむことが出来るでしょう。

　相模原北公園のアジサイ
　　　開催地　相模原市  　13㎞　　　 自由歩行

注）小雨実施、飲料水・雨具をご持参下さい。昼食は自由昼食

集合場所　JR相模原駅北口広場▼(JR横浜線 相模原駅 北口)
受付時間　 9時00分～9時30分 出発式なし、受付後随時出発
ゴ  ー ル　 橋本公園(JR/京王 橋本駅 0.7㎞)　
　　　　  　　　　　　　　　　　　　10時30分～12時00分

　「フットパス」とは、イギリスを発祥とする『森林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からある
ありのままの風景を楽しみながら歩くこと【Foot】ができる小径（こみち）【Path】』のことです。
　今回は町田薬師池公園と周辺の分園を周りながら景観を愛でてノンビリと歩きたいと思います。

注）小雨実施、飲料水・雨具をご持参下さい。昼食は自由昼食

集合場所　座間谷戸山公園長屋門広場▼(小田急 座間駅　0.5㎞)
受付時間　 9時00分～9時30分 出発式なし、受付後随時出発

座間市内の坂は主に相模川、目久尻川等の河川の浸食によってできたものです。中でも相模川の浸
食によって形成されたものが大部分です。この相模川の浸食によりできた座間市の地形を大別すると
上段は相模野台地。中段は星の谷周辺の中津原段丘及び座間駅周辺の座間丘陵、下段は座間の穀倉地
帯である相模川流域一帯で構成され起伏に富んでいることから坂道の多い地形となっています。

座間市文化財調査員会編「座間の道坂橋」によると、市内には84の坂があり、1985～93年にかけ
て座間市教育委員会が30の坂道にどのような由来等があるか分かるように地名標識を設置しました。
　今回は中段及び下段にあたる座間市南西部の入谷地区を中心とした18か所の坂道を巡ります。

ゴ  ー ル　 小田急 座間駅　東口　10時00分～13時00分

薬師池公園の花しょうぶと

花柄を積む早乙女

谷戸山公園の長屋門

相模原北公園の花しょうぶ
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9 JR 横浜線相原駅駅前 16:30

町田ウォーキング協会（2023年5月、6月の例会案内）
 　詳細は町田ウオーキング協会 ℡090-8747-1958又は町田ウォーキング協会ホームページで

日付
曜
日

例　　会　　名
距離
(㎞)

集合場所
集合
時間

解散場所

 円林寺前バス停

6月10日 土 花の薬師池公園 9/12/16
東急ツインズ裏
(JR 町田駅中央口 徒歩 2 分)

9:00
 8,12：薬師ヶ丘バス停
16：小田急線玉川学園前駅

5月5日 金/祝
グリーン 2 デー(第2 日)
　　秘境、奇跡の里山

9/15

今回会員資格の更新を迎えられた方はWEB会員への資格変更が可能です。ぜひ、ご検討下さい。

180名晴れ

晴れ

曇り

開催日

2月24日

6月22日 木

ウオーク記録帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　※参加者には役員含まず

 

JR 横浜線相原駅駅前 8:45
　9：法政大学バス停
15：青少年センター入口バス停

8:45
 8：野津田車庫バス停
13：一本杉公園
16：多摩センター駅

金

金

水

櫻ウオーク２０２３

3月2日

3月24日

3月15日

ほー ほー 蛍こい

【5月】  ００４３　００９３　０２４４　０２４５　０２７７　０６１２　０６９１　０７５６　０７５７　０７５８　０７５９

※3月・4月で更新期限が過ぎた方の会員番号(6名）　　※3月末現在

※5月・6月で更新期限を迎える方の会員番号（24名）

8･13㎞

相模原市ウォーキング協会（2023年7月、8月の例会案内）

　2023年の7月及び8月は猛暑による健康被害を避けるため
　　                                                                例会計画がありません。
　9月8日(金)の「わぉ！坂道　相模原の坂道❷」をお楽しみにお待ち下さい。

　申し訳ございませんが、手続き上4月1日以降に手続きをされた方も掲載されております。お詫び申し上げます
　更新月末までに更新手続きが戴けない場合は会員資格が消滅し、次回の会報はお届けされません

5月3日 水/祝
グリーン 2 デー(第1 日)
　　若葉、青葉萌える里山

8/13/16
東急ツインズ裏
(JR 町田駅中央口 徒歩 2 分)

天気 参加者距離

【6月】  ００４５　００４６　００７６　０１９０　０１９１　０２４７　０２４８　０４６３　０４６６　０４６９　０６９２　０７１０
【6月】  ０７３５

例会名

晴れ

10㎞

12㎞

10㎞

　００２５　　０２３６　　０２３７　　０４５７　　０６４２　　０７５４

169名

年会費納入のお願い

　更新期限を迎えられた会員の方は、同封の払込取扱票にて最寄りの郵便局から振り込みいただくか直近の例会時
に継続の手続きをお願いいたします

133名

199名

曜日

木

高尾梅の郷゛観梅ウォーク゛

座間のひな祭り

総会ウオーク（桜と梅と）

　皆様よろしくお願いします

　・磯貝　達男（相模原市緑区） 　・高橋　和子（相模原市中央区）

新会員の紹介　　2023年2月1日～2023年3月31日迄）　2名　　＜敬称略＞

信号で あわてず あせらず 待つ余裕

青の点滅は“次まで待ちましょう”のサインです
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