
　 　　５０ 回 催 行 綴　り

『旅･たびサークル

　　　　　　　漫遊』



　東戸塚地域ケアプラザ傘下の活動グループに男性だけの集まり「男の

井戸端会議」があります。その中に、いくつかの派生サークルがあります。

　その一つの「旅・たびサークル漫遊」は、発足以来４人の世話人と共に

１０年が経過し、このほど５０回目の催行を行いました。　　

　参加する方は「男の井戸端会議」メンバーと、同じケアプラザを活動拠

点にしてご縁が出来た方々にもお声をかけて、女性の参加も受け入れて

います。　参加者は６０代後半から８０代の方々です。

　企画段階では、毎回世話人による下見を必ず行ない、綿密なプランを

立てています。催行時には４人の世話人が細かな気配りでリードします。

おかげで５０回目の今迄、１件の事故・ケガの発生もありませんでした。

　貸切りバス等定員に制約がある場合以外は予約無しで、当日決められ

た時刻・集合場所に来た人が参加者という、気遣いのない気楽さもユニ

ークな点です。

　このたび、５０回の催行を機会に今迄の案内チラシを集約し小冊子に

まとめてみました。

　　この小冊子が単なる記録に留まらず、他の地域のサークル活動の

参考になるようでしたら望外の喜びです。

は　　じ　　め　　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　資料提供　：　「旅・たびサークル漫遊」世話人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　榎本明雄　　金丸貞幸　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後藤和記　　関　定省　

　　　　　　　　令和元年７月　　企画・編集・発行　：　男の井戸端会議



アドレス／番号等

(注）携帯電話のメール・アドレスを登録する場合は、パソコンから発信されたメールの受信拒否を設定してないものに限ります。

き　　り　　と　　り　　線

　　　　　　「旅・たびサークル漫遊」　随時企画の個別連絡依頼票
氏名：

（連絡手段　該当に〇）　１．ＰＣメール　２．携帯電話のメール（注）　３．ＦＡＸ番号　４．郵便（ハガキによる）

補助手段として、電話(固定ｏｒ携帯)を下記に記入して下さい

　　　　「旅・たびサークル漫遊」実行委員会に登録していただくことにします。

　　　③連絡の手段は、Ｅ－Ｍａｉｌ　（ＰＣまたは携帯電話のメール）、ＦＡＸ、郵便（はがき）とし、

　　　　この並び順を優先順位とします。

　　　④下の欄に個人登録票をつくりましたので、ご記入のうえ提出（キリトリ）をお願いいたします。

      　　 なお、この依頼票に書かれた内容（個人情報）の取扱いは、この連絡のために使用することに限定します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　責任作成：　関　定省

　　 上記「●・・・漫遊の活動」にあるように、いろんな方からの提案・発案を具体化するにおいて、「井戸端会議」の

　　　周期ではお知らせが間に合わないような企画が出た場合の周知方法について考えました。

　　　①随意の企画でみんなに周知したい内容のものを発案したい方は、とりあえず「たび漫遊」実行委員に連絡して

　　　　　いただく。　（実施期日まで余裕のあるものは今回＜第一回＞のようなかたちをとる＞

　　　②発案された行事の実施期日まで日数的に短い場合は、「旅・たびサークル漫遊」実行委員会から個別に直接

　　　　　お知らせの連絡を行うことにします。　そのために、周知連絡を受けたい方はあらかじめ連絡の方法・手段を

　　・日程（案）として、Ｈ２１年１０月２９日（木）を予定することにしたいと思います。

　　・東戸塚エリアを起点（集合地）として、時間的に余裕のある行程を、貸切バス（２０名以上が参加すれば）仕立てで、

　　費用は５,０００円程度（昼食込み）にできればいいな！という線で検討しようと思っています。

　　・７月１４日の定例「男の井戸端会議」で、第一回「旅・たびサークル漫遊」の実施要綱を発表する予定です。

３．　『この指とまれ』的な随時企画の周知手段について

　　・日帰り／一泊　どちらも参加可。＜多少の条件付きを含む＞　　・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　１３　名　(41%)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆当日の欠席会員　・・・　１１名

２．　発足第一回目の”たび”に関する構想について

　　・この”たびサークル”は個別の入会制度はとりません。　原則として「井戸端会議」で企画を発表して参加を募る

　　　かたちをとります。

　　・意向調査で全体的な傾向が把握できたと思いますので。まず一回目は日帰りの行事を考えることに致します。

　　”たび”は「日帰りｏｒ一泊」のどちらでいこうかということで、いろんな事情がある皆様のニーズと意向を伺うことにし、

　　　５月井戸端会議の出席者を対象に用紙をお配りして記入・回答をして頂いたのがこれまでの経過・推移です。

【ここから、６月のＮＥＷＳです】

１．　「旅の意向調査」集計：　出席者３２名全員から回答を頂きました(5/12).。　ご協力に感謝いたします。

　　・諸事情により、日帰り／一泊　のいずれも参加できそうにない　・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　８　名　(25%)

　　・日帰りなら参加する（できる）　＜一泊も若干は可能性ありを含む＞　・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１　名　(34%)

●発足：アウトドア系の「男の井戸端会議」を望む声を具体化させたものとして、”・・・会議”のメンバーを母体として

　　「健康麻雀ゆうゆう」や「ＧＯＬＦ」と同様に、自主運営による『旅・たびサークル漫遊』が発足しました。　実行委員と

　　して榎本明雄／金丸貞幸／後藤和記／関定省の４名が当座はお手伝いをさせて頂くことになりましたので、

　　よろしくお願いいたします。

●「旅・たびサークル漫遊」の活動：要約すれば、いわゆる「旅行」に限定しないで諸々のお出かけメニューを

　　　いろんな方からの提案・発案をいただいて具体化していきたいという方向で考えています。　　ともかく一回目の

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊 Ｈ21年5月の定例会で発足

09/6 <実行委員会>

☆★　5月１２日の定例「井戸端会議」を欠席された方のために、これまでの概略を説明させていただきます。★☆



企画

Ｎｏ 男性＃ (ｹﾞｽﾄ)

1 東京都内行きバス・ツアー H21.10.29
ｻｰｸﾙ発足　第１回記念企画
貸切バス仕立て＆水上バス 20 ー

2 鎌倉・七福神めぐり H22.1.21 以後、年始の恒例行事に・・・ 16 4

3 松田山公園　河津さくら H22.3.1 18 6

4 大雄山・最乗寺 H22.7.1 13 10

5 よこすか軍港めぐり H22.10.21 （見学船クルーズ） 15 1

6 丹沢大山・もみじ狩り H22.11.29 14 2

7 羽田・七福稲荷めぐり H23.1.20 19 7

幻企画葛野川地下発電所見学ほか Ｈ23年5月予定？

8 六義園＆巣鴨地蔵通り商店街 H23.4.26 14 2

9 横須賀しょうぶ園 H23.6.16 14 7

10 （横須賀）猿島めぐり H23.9.30 参加費＠￥300を拠出して頂くことに 16 4

11 （立川市）国営・昭和記念公園 H23.11.22 銀杏並木の紅葉がみごとでした 11 6

12 浅草・七福神めぐり H24.1.19 21 7

13 三浦海岸・河津さくら＆三崎ｸﾞﾙﾒ H24.3.14 ついでに県立三崎公園も 17 5

14 東京ゲート・ブリッジ H24.5.21 変った形の橋の出来たばっかりを 15 15

15 筑波宇宙センター　見学 H24.9.26 貸切バス 24 ー

16▼ ＜称名寺～野島公園＞ (Ｈ24/11/26) 荒天のため中止 ～～ ～～

17 日本橋七福神＆皇居東御苑 H25.1.17 参加者数の新記録 27 12

18 称名寺～野島公園（さくら） H25.3.29 再企画（Ｎｏ16企画関連） 13 9

19 横浜港見学会 H25.6.3 ﾏﾘｰﾝｼｬﾄﾙ乗船＆港湾施設見学 22 15

20 川越市内観光 H25.9.24 横浜～東上線直通連絡　体験 17 13

21 神宮外苑～国立競技場～新宿御苑 H25.11.25 絵画館前の銀杏並木黄葉ほか 19 5

22 谷中七福神めぐり H26.1.6 田端～上野めぐりウオーキング 27 18＊

23 地球博物館＆小田原城公園 H26.4.4
好天で桜満開のウオーキング　　朝方
に雨で参加者がブレーキ掛かる 12 7

24 県立相模原公園と相模原麻溝公園 H26.6.24
雷雨の懸念もきわどく回避でき、広い
園庭と音質の花々を楽しみました。 19 8

25 箱根・仙石高原＆湿生花園 H26.9.20 金波銀波になる前の元気なススキ原 15 9

26 高尾山 H26.12.1 見納め紅葉狙い、但し出発時雨決行 8 2

27 柴又七福神 H27.1.5 京成高砂～柴又で昼食～高砂 22 15

28 田浦梅林＆塚山公園（按針塚） H27.3.6 当初予定は曾我梅林でしたが・・ 20 7

29 高尾山　＜再企画＞ H27.5.11 今回は好天。迷子や下山ﾄﾗﾌﾞﾙも 16 8

30 横浜・八景島シーパラダイス H27.6.15 ｱｼﾞｻｲ祭、ｼﾙﾊﾞｰ割引の特典も 14 9

31 小網代の森　～　油壷 H27.9.28 アカテガニにも出会えたｳｵｰｷﾝｸﾞ 19 6

32 奥湯河原～万葉の森 H27.11.30 ちょっとﾊｲｷﾝｸﾞ気分の後は足湯 17 7

33 東京・港七福神めぐり H28.1.4 六本木～増上寺、＋宝船８福めぐり 21 10

34 曾我梅林 H28.2.15 梅まつり期間限定の観光ｽﾎﾟｯﾄ 17 6

35 横須賀市・海と緑に10Ｋﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ H28.5.12 海辺つり公園～～観音崎灯台 19 4

36 日本橋クルーズ（６０分コース） H28.9.30 川から見る東京散歩＋もんじゃ 21 8

37 等々力渓谷 H28.12.2 東京遅い紅葉と玉川大師遍路 13 4

38 目黒七福神巡り（元祖・山手七福神） H29.1.6 無病息災コース（順路）で・・ 22 12

39 多摩森林科学園＆武蔵陵墓地 H29.4.7
全国各地の銘木桜の複製＆大正・昭和
の天皇・皇后陵 15 10

40 四季の森公園＆里山ガーデン H29.6.2 6/4迄の「緑化ﾌｪｱ」に合わせ企画 19 12

41 東京湾ﾌｪﾘｰで千葉県へ（鋸山） H29.9.26 初の本格”船旅”陸では階段で苦労？ 11 5

42 日向薬師～広沢寺温泉口 H29.12.1 紅葉狩りｳｵｰｷﾝｸﾞ＋ﾗｰﾒﾝ 11 6

43 亀戸七福神巡り～ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ H30.1.6 亀戸天神は番外だけど参拝す 18 12

44 根岸森林公園～本牧山頂公園 H30.3.29 お花見ウオーク、横浜ヒザクラも 18 12

45 奥多摩・御嶽渓谷 H30.6.7 軍畑⇒御嶽駅ﾏﾃﾞ。両岸を周回 14 8

46▼ 江の島 H30.9.25 雨天中止 ～～ ～～

47 生田緑地＆日本民家園 H30.11.27 民家園～枡形山～岡本太郎美術館前 15 11

48 深川七福神めぐり H31.1.7
起点：森下駅～富岡八幡宮
参加者数記録・・・２位

25 17

49 江の島　（再企画） H31.3.29 ｴｽｶｰでｷｬﾝﾄﾞﾙﾀﾜｰ～奥の岩屋にも 20 16

50 ハワイ　＜ｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄﾊﾜｲｱﾝｽﾞ＞ Ｒ1.6.3～4 50回記念”初の一泊旅”往復送迎バス 17 7

　　　　　　　参加者総数４５は新記録更新。　　＊井戸端メンバー以外の男性：５／家族以外の女性：８

『旅・たびサークル漫遊』（平成２１年５月発足）　実施記録（令和元年６月現在）　　　　＃井戸端会議メンバー

3・11大震災による原発事故で東電の対応不可（中止）／更
に「小田原城花見と地球博物館」企画も計画停電騒ぎで取

りやめ

た　び　先 実施日 記　　　事
参加記録



（行程）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '０９／７
<実行委員会>

築地場外市場１１時～１３時（散策、買物＆自由食事＜個人負担＞　→

１．「旅・たびサークル漫遊」第一回たび企画の概要

　　１日東京都内バスツアー　（東戸塚発着の日帰りツアーです）

　　お台場～築地場外市場～江戸東京博物館
　　　　～浅草～隅田川船下り～日の出桟橋

　　①　期　日　：　平成２１年１０月２９日　（木）　

　　②　集　合　：　「くらしの友」東戸塚斎場 前　　　ＡＭ８時

　　　　　　　　　　　東戸塚駅からの電車利用について、参考タイムを下記（行程Ａ）でご案内

　　③　参加費　：　未定　　　（但し￥3000を大きく越えない見込み）

東戸塚　8:00　→→お台場海浜公園（付近自由散策約60分）　→→

　　　　　　　いずれも実行委員までお知らせください。　　　　　　　　　　　　　　　　【７月号おわり】

２．　「旅・たびサークル漫遊」の随時企画行事用に、個別連絡先を登録

　　　　　🔶　６月の”井戸端会議”席上で提出された登録者数は１５名でした。

　　　　　🔶　追加で登録を希望される方は、メモ書きで結構ですので実行委員メンバーにお渡しください。

　　　　　　　（自宅電話番号とメール・アドレス＜ＰＣｏｒ携帯＞またはＦＡＸ番号）

　　　　　🔶　上記〔１項〕のバスツアー実施前でも、『この指とまれ』の企画ネタがありましたらどうぞご提案

　　　　　　　ください。期日的に余裕がある場合は次回”井戸端”で周知します。

→江戸東京博物館（常設展示見学約60分）　→→浅草（仲見世等散策～

水上バス乗場へ）～→～16:40発船下り（海から夜景）→日の出桟橋

→→（バスで）レインボー・ブリッジ経由～東戸塚＜駅付近 19時ころ＞

（記事）　ａ）江戸東京博物館と水上バスの費用は参加費に含んでいます。

　　　　ｂ）この企画は「くらしの友社」が販促事業の一環として行っている”バスツアー”企画に便乗するかたちで

　　　　　　　同社のツアー担当者と連携して計画細部を詰めているところです。

　　　   c)「旅・たびサークル漫遊」の行事においては、アルコール類などの嗜好品は全て個人裁量で調達・利用

　　　　　　等を行っていただくことにします。　（基本原則ルール）

　　　　ｄ）この「バスツアー」は、８月１１日（火）の”男の井戸端会議”席上で参加費をお知らせして参加申し込み

　　　　　　　受付けを開始します。

　　　　　　バスを貸し切りにできる２０名以上を確保したく、ご協力をお願いいたします。



　　　⇒⇒長谷寺⇒⇒御霊神社 ＊鎌倉駅から長谷まで江ノ電
　　　　　*　　⑥大黒天　　　⑦福禄寿

　　スタートの集合場所、時刻は決めますが、あとの行動は
　　特に集団としての規制などをせずに、各自、それぞれの
　　ペースで”めぐり”をしていただくようにします。
　　どうぞ新春の一日を鎌倉散策でお楽しみください。

新春・鎌倉七福神めぐりのご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男の井戸端会議・「旅・たびサークル漫遊」

H22.1.12

　　２０１０年、年の初めにそれぞれの思いや願いを込めて
　　鎌倉七福神めぐりをいたしたいと計画しました。

（４）行程の概要　　（参考資料は当日用意します）

　　　北鎌倉駅前⇒⇒浄智寺⇒⇒鶴岡八幡宮⇒⇒宝戒寺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①布袋尊　　　　②弁財天　　　　　　　　　③毘沙門天

　　　⇒⇒妙隆寺⇒⇒本覚寺　・・・　＜鎌倉駅の近辺で自由昼食＞

　（１）実施日　：　平成２２年１月２１日　（木）

　（２）集合場所　：　ＪＲ横須賀線　北鎌倉駅　（表改札・外）

　（３）集合場所　：　午前 ９ 時 半  <雨天でも実施＞

　　なお、参加申込受付は無し。　当日現地参加者で実施します。

　　　　　　　　　　④寿老人　　　⓹えびす神

　　利用も可。（徒歩なら30分）
　　　・・・実歩程：約５Ｋｍ（電車利用なら３Ｋｍ）／約３時間（２．５時間）
　　☆★☆この鎌倉ウオークのご参加は、ご家族、友人等もＦｒｅｅとしますので、
　　　　　　　どうぞお誘いあわせてご参加ください。



（記事）

［参考］

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1０／２
<実行委員会>

この桜の名所があります。　　（正しくは「松田山・西平畑公園」と呼ばれます）
①期　日　：　平成２２年　３月　１日　（月）
②集　合　：　ＪＲ御殿場線「松田駅」前　午前１０時　　＜現地集合です＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（交通機関の利用等、詳細は別項参照）

③徴収費用　；　無し　　　　　（すべての場面で各自支払いといたします）

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

☆☆「旅・たびサークル漫遊」第三回たび企画のお知らせ

　　　松田山公園の 河津ざくら お花見に行こう！
静岡県河津町の河津ざくらが有名ですが、神奈川県内にも

園地が山の上ですから、シャトルバスを利用して帰路につくかたは、散策路を下らない方が良い。

昼食が済んだ段階で一応解散とします。　園地の近くにハーブガーデンもあるので興味がある

方はついでにどうぞ。　＜３月７日まで「まつだ桜まつり」が開催されています＞

この企画は「男の井戸端会議」メンバー限定とはせず、ご家族・ご友人・知人などフリー

④参加申込　：　不要　　　　　（定刻にお見えになった方で実施とします）

ＪＲ松田駅前～＜シャトルバス＞～松田山公園（終点）　　（３０分毎に運行￥１５０）

公園の園地散策してから、適地を選んで昼食タイムを楽しみます。＜弁当は各自持参＞
午後は下り坂になっている散策路を・・・、足元に一面の菜の花、そして見上げなくても
河津桜の真っ只中。そぞろ歩きしながら、そのまま松田駅まで歩きます。（約３０分）

　　　　8:49（東海道線に乗換）　　　　　　　　　　　　　　　　（御殿場線に乗換）                                     ↑
　　＜ほとんどの参加者はこの時刻で「東戸塚駅」に仮集合になるでしょう＞　　　　　　　　　　 ↑
                                （小田急・江の島線に乗換）          （相鉄線に乗換）　　　　　　（小田急・本線に乗換）　　　　　　　　　　　　　　　　↑
②　　市営地下鉄戸塚　・・・・・・・・　湘南台　・・・・・・・・　大和　・・・・・・・・・　海老名　・・・・・・・・　（小田急）新松田（着）9:48
　　　　　　　　　8:27　　　　　　　　　　　　8:45                              8:59                    9:15　　　　　　　　   　　　　　　 ↑

とします。　どうぞお誘いあわせてご参加ください。
東戸塚或いは戸塚から　ＪＲ松田　or　小田急新松田　への交通機関利用について

　　[駅名アンダーラインは乗換する駅を示す]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜JR東海エリア＞
①　　東戸塚　⇒　ＪＲ戸塚8:53　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9:27国府津9:41　・・・・・・・・・・・・・・・　9:55JR松田（着）

交通費（片道・バス含まず）　①\950/②\990/②－1\830/③\820　　　　＜②-１利用は戸塚で１本前の電車に＞
　（注意）JR線を利用する場合、御殿場線（国府津以遠は「JR東海」ですからＳuicaは使えません。
　　Ｓuicaで入場すると下車駅での清算が手間どりますから、発駅にて通しでキップ購入をお願いいたします。

②－１                                     ↓ 　　→　　　→　　　→　　　→　　    相模大野　　　→　　　  →　　 　 ↑
                                                                                      　（小田急・本線に乗換）

③　　東戸塚8:45　⇒　横浜8:33　…・・・・・・・・・・・・・・・・・海老名9]15　…・・・・・・・・・・・・・・・・・　新松田（着）9:48
　　　　　　　　　　　　（相鉄線に乗換）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小田急線に乗換）

④　ほかに敬老パス利用（バス）で弥生台や二俣川に出て、相鉄線・海老名経由の②に準ずるルートもあります。



（参考）
A
B

（行程）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊 　 H２２／６
<実行委員会>

ローカル私鉄で行くコチラはちょっと穴場です。
最乗寺は６００年の歴史を刻む曹洞宗の古刹で修行道場。
山を背にした境内の建造物も立派ですが、３,８ｔの鉄下駄奉納品も
有名。　　アジサイも見頃か？　　見どころがイッパイです。

①期　日　：　平成２２年　７月　１日　（木）　＜雨天実施の可否は問い合わせて・・・）

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

1.　「旅・たびサークル漫遊」第四回企画行事のご案内
大雄山・最乗寺に行こう

　小田原から、箱根の方に行く観光はポピュラーですが、逆方向に

③参加費　：　なし　（すべての支払いは、その都度各自でおこなってください）

小田原駅⇒＜大雄山線で＞⇒⇒大雄山（終点）///＜バスで＞「道了尊」行き（終点まで）。
バスを降りたら土産物屋が数軒あって、そこは最乗寺境内への入り口。道なりに進む舗装路は
階段があります。　案内板もありますが案内チラシも入手できるでしょう。

②集　合　：　小田原駅　ＪＲ線の改札前　午前１０時
　ＪＲ線、小田急線とも、一旦、自由通路に出る形です。　大きな小田原提灯の下あたりに集合。

東戸塚or戸塚からの電車時刻
東戸塚　９：０７⇒（横須賀線・久里浜行）⇒９：１１戸塚/（乗換）９：１５⇒（東海道線・熱海行）⇒９：５７小田原
東戸塚　８：５１⇒（横須賀線・逗子行）⇒８：５５戸塚/（乗換）８：５７⇒（東海道線・アクティー小田原行）⇒９：３４小田原

　　　　　　　　履物：運動靴（ｽﾆｰｶ）のようなジャリ道にも対応可能なものを推奨。

⓹参加申し込み　:不要　[②の集合場所に来られた方で実施します。男女不問]

　　どうぞ、ご家族やお友達などに声かけをされて、楽しくご参加ください。

　（記事）　☆　「旅・たびサークル漫遊」の行事においては、アルコール類などの嗜好品は全て個人の

坂道や階段もありますので、広い境内を体調と相談しながら見ていただくように現地で概略の

説明とご案内をさせていただきます。

④携行品
　　　　　　　　・昼食（小田原駅で調達も可能）/　　・飲み物/　　・敷物/　　・雨具

　　　　　　　　　　裁量で調達のうえ、お楽しみいただくことになっております。　（基本原則ルール）

２,　「漫遊・臨時企画」の雨天中止
　　　　　　　　5月２６日（水）に予定した「横須賀軍港巡り」は雨天中止しました。　９月下旬に再企画する予定です。

３,　「たび漫遊」行事の次回は９月といたします。　盛夏は敬遠いたしましょう。



（行程）
　Ａ

（行程）
Ｂ

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

１．「旅・たびサークル漫遊」第五回たび企画のご案内（最終案内版）
　　　YOKOSUKA軍港めぐり（電車利用の日帰りツアーです）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1０／１０
<実行委員会>

　　　　　　　　　　　東戸塚駅からの電車利用について、参考タイムを下記（行程Ａ）でご案内

　　③　昼　食　：　弁当と飲み物を各自持参する。（横須賀で購入は困難です）
　　④　参加費　：　1200円　（「軍港めぐり」の乗船費・・・・・集合時に集めます）

（参考）　東戸塚　９：０７＜久里浜行き＞→→→（戸塚9:11）→→→横須賀９：４４着
＊集合時刻１０時に参加人員を確認して、乗船賃\1200を集めます。（つり銭なきように）

アメリカ海軍第７艦隊と日本・海上自衛隊の軍港（基地）
横須賀を海の上から見物します。（陸上からは絶対に見られません）

　ｽｹｼﾞｭｰﾙ+A8:K9の都合で、午前中には「記念艦・三笠」の見学を加えました。

　　①　期　日　：　平成２２年１０月２１日（木）　雨天でも実施
　　②　集　合　：　JR横須賀線「横須賀」駅前　ＡＭ１０時

　　＜所要時間は約４５分＞（船内行動はフリーですが運航者側の指示に従うこと）

＊軍港めぐりから下船したら当日の行事は終了し、解散といたします。
　　　なお、ＪＲ横須賀駅までの帰路はご案内いたします。

（記事）　ａ）10月12日（火）の「男の井戸端会議」席上に用意するメモ用紙で、本件の参加見込み者を受付けます。

　　　　ｂ）「軍港めぐり」の乗船賃のみ集めます。ほかの経費はその都度各自で支払いをお願いします。

＊午前中は「三笠公園」に行きます。（近くまでバス<\170>、おりて徒歩１０分以内）

＊「記念艦・三笠」を見学します。　（記念艦・三笠の入艦料\400は各自支払）
　　（ボランティア・ガイドの案内・説明を予約してあります）

＊｛三笠公園」で昼食。　１３時に再集合し、軍港めぐりの船のりばへ移動（徒歩１０分）

＊「軍港めぐり」は１４時に出発する船に乗ります。

２, 　参加申し込みは不要ですが・・・《ここ重要！　必ず読んでください》
　　　　　🔶　乗船定員がある都合で事前に見込み数を予約してあります。
　　　　　　そのため、参加の意向のある方は10月17日（日）までに＜下記＞実行委員まで連絡してください。
　　　　　　なお、当日に急にキャンセルとなってもかまいません。

　　　　　　　　　「三笠」はシルバー割引適用で￥４００（一般￥５００）です。　年齢証明できるものを持参してください。

　　　   c)雨天の場合は、午前の行程を変更することもありますので、ご了承ください。
　　　　ｄ）この「NEWS」を以って最終案内としますので、以後の問い合わせは下記の実行委員まで・・・
　　　　  e)「旅　・たびサークル漫遊」の行事においては、アルコール類などの嗜好品は全て個人の裁量で調達の
　　　　　　　うえお楽しみいただくことにしております。　（基本原則ルール）



　今回は、

　　　　丹沢・大山に

　　　紅葉狩りと洒落ましょう

バスとケーブルカーを利用しての”らくらくプラン”です。
大山阿夫利神社（下社）に参拝し、ケーブル中間駅（追分）まで

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1０／１１
<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　＊＊＊行き方に不安の方は、戸塚駅（市営地下鉄）の改札口に８時４０分＜集合＞
　　　　　　　　（地下鉄）戸塚＝⇒湘南台／＝⇒（小田急）＝⇒相模大野／＝⇒伊勢原　の経路で行きます。

３．乗車券購入の特記事項（各自で購入する）
　　　　　湘南台で「丹沢大山フリーきっぷ」（Ａキップ）を購入する。　￥１，８７０
　　　　　　　　　　＜フリーきっぷＡは、［小田急＋バス＋ケーブルカー］です。＞

下がって大山寺の見事に色づいたモミジ鑑賞が目玉の行程です。

　今回の企画は参加制限はありません。（申込不要）

１．実施日　：　平成２２年　１１月　２９日（月）　　　雨天中止

２． 集　合　 ：　（小田急線）　伊勢原駅　午前１０時　（改札口前）

　　　　　　　　　　　　　　 ②登山路（女坂）経由でバス停まで徒歩。～～伊勢原駅へ

★☆★　宿坊がたくさんあって、豆腐料理（\2000～\3000程度でコース）を食べることができます。

　　　　お昼を我慢して帰路途中に立ち寄りを希望される向きはどうぞご随意に・・・。

★☆★　天候による実施可否の決定は前夜１９時頃の気象情報で。　＜下記へ問い合せを・・・＞

４．携行品（必須）　：　弁当、飲み物、雨具、健康保険証
　　　　　　　　　　　下社（大山阿夫利神社）の辺りで昼食になる見込みです。

５．ケーブルカーで中間駅（追分）まで下りて、大山寺のモミジ鑑賞をしたあとで解散。

６．大山寺からの帰路は　①ケーブルカー駅に戻って文明の利器を利用して往路の逆で。

次回の予定のご案内；平成２３年１月下旬～頃　東京・羽田七福神＆羽田新国際空港あたり



男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　明けましておめでとうございます。
　今年も”旅・たびサークル漫遊”の行事にご支援をよろしくお願いいたします。

　新年第一回目の行事案内　（最終・確定版）です。

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1１／１
<実行委員会>

　　　　　　Ｓｕｉｃａ（スイカ）／ＰＡＳＭＯ（パスモ）が全行程で使えます。なお、駅で乗車券を購入する方は、
　　　　　　東戸塚⇒⇒糀谷（こうじや・・・京急・空港線）までの通し切符を必ず購入してください。

４．携行品（必須）　：　飲み物、雨具、健康保険証、（食事は持参弁当or現地のお店） 
５．行程、コースのあらまし［電車は、東戸塚⇒横浜／（京急）⇒京急鎌田／（空港線）⇒糀谷］
　　☆糀谷駅⇒東官稲荷神社⇒妙法稲荷神社⇒重幸稲荷神社⇒髙山稲荷神社⇒

１．行 き 先　：　東京・大田区羽田エリア（羽田七福いなりめぐり）
　　　　希望者には、オプションとして羽田空港の新国際線ターミナルビル見物をおまけ。

２．実施日　：　平成２３年　１月　２０日（木）　＜荒天中止＞小雨位なら実施
＜この行事は申し込み不要（参加条件不問）です。　当日、定刻に集合した方々でご一緒に出かけます＞

３．集　合　：　　東戸塚駅　午前９時　（改札口前）

　　ここから直接の帰宅経路は、穴守稲荷駅～（京急蒲田乗換）～横浜／～東戸塚　です。

７．オプション・ツアーの部（羽田空港・新国際線ターミナルビル見物）
　　★空港ビル見物へ行くかたには、再集合の時刻・場所を一旦解散の際にお知らせします。
　　なお、国際線ターミナルビルまでご案内しますが、この場所は大混雑が予想されます。皆で
　　同一の行動は難しいので各自・自由行動と致します。　なりゆきは流れ解散になりますが、

　　　　⇒鴎稲荷神社⇒（別格・玉川弁財天）⇒白魚稲荷神社⇒穴守稲荷神社⇒穴守稲荷駅☆
　　＜ご注意＞　歩行コースは、専用歩道が無くて自動車が往来するところも歩きます。充分に
　　　　　　気をつけて歩くようお願いします。（案内者の指示に従ってください）＜歩行程：約２時間＞
６．「七福いなりめぐり」の終了でメイン行事はおわりです。　一旦解散とします。 
　　昼食は、穴守稲荷神社の境内或いは穴守稲荷駅の近辺のお店を利用して解散後に自由。

　　次回の予定；平成２３年３月下旬ごろ（内容は未定／２月８日井戸端会議にて予告）

　　　できるだけ単独の行動は避けて、お仲間といっしょに見物をお楽しみください。

８，費用のこと
　　参加費は不用です。交通費、飲食代などは、各自でその都度お支払いください。
★☆★　天候による実施可否の決定は前夜１９時頃の気象情報で。　＜下記へ問い合せを・・・＞



ＮＥＷＳ 　旅･たびサークル漫遊  '1１／４
発行<実行委員会>

🔶（１）　小田原城址公園：　既に予定期日は過ぎましたが、”目玉”にした桜のお花見について予定日の段階では

　　肝心の桜が開花していない見通しで、加えて、震災に起因する計画停電がオプションで予定した地球
　　博物館の展示にも影響が出る恐れがあるとの情報から、3月24日時点で「取りやめ」を決めました。

🔶（２）バスツアー（井戸端ﾒﾝﾊﾞｰ限定）：５月３１日に予定して参加意向を伺っていましたが、大震災

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

おことわり 　お知らせ済の予定は 中止・取りやめに！！！

☆今回は東京へ・・国指定の特別名勝『六義園』（つつじが目当てです）に行きます。

　　　いつものオプションとしては＜▲▽の原宿＞『巣鴨地蔵通り商店街』に足をのばします。

　　（１）期　　日　　　　平成２３年　４ 月　２６　日　（火）      ＜雨天中止＞

　　（２）行 き 先　　名勝庭園『六義園』＜りくぎえん＞　（最寄り駅・山手線「駒込」）

　　・津波に起因する原発事故が主たる原因と思われる東京電力（株）の現今事業状況から、私どもが
　　予定した葛野川発電所（地下）の見学受け入れは「当分の間、中止する」との通告がありました。

　　そのため、私たちのバスツアーは”企画そのものを取り止める”ことにします。

　　　　　　新しいお出かけのプランです！

　　　　　　　キップを購入する方は、「駒込」まで。
　　　　　(b) 往路・・・東戸塚⇒＝⇒東京／（山手線に乗換）⇒＝⇒駒込（着）
　　　　　　　　徒歩（１０分）で「六義園」へ＜入園料は\300／但し65歳超は\150＞
           (c) 園内は自由行動とします。　（敷物で車座の食事はできません）
　　　　　(d) 再集合は午後１２時半（予定）に駒込駅　（集合場所は現地でご案内）

　　　　　　　　　＜ｵﾌﾟｼｮﾝ＞　巣鴨駅から～巣鴨地蔵通り商店街（とげぬき地蔵ボケ防止参拝）

　  （３）持参品　　　 お弁当（園外のお店での食事は可能です）飲み物、雨具、健康保険証、
　  （４）当日の行程
           (a) 集合・・・東戸塚駅　午前９時（改札前）　＜９時現在の集合者で実施します＞

　　　　　　　東戸塚9:27発の電車に乗ります。戸塚から乗車の方は9:03発（千葉行）で合流。

　(ご注意①)　天候にもよりますが、６月は気温が高くなることが想定されます。
　　　　　　　　　飲み物（水分補給用）の持参は、ご自身で充分な配慮をお願いいたします。
　(ご注意②)　「事前申し込み無し」ですから、天候や世の中の異変など、行事の実施について懸念されるときは、
　　　　　　　　　ご遠慮なく下記の世話人へ問い合わせてください。 

　　　　　  (e) 再集合した段階で当日メイン行事は一区切り。　（第一次解散）
　  （５）オプション
　　　　（ⅰ）　山手線で駒込⇒巣鴨（１駅）に移動して「とげぬき地蔵」＆「・・・商店街」自由散策
　　　　（ⅱ）　帰路に向けての集合などは、現地でご案内いたします。



ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1１／５
<実行委員会>

　　（２）　行 き 先　　　「横須賀しょうぶ園」　　　（所在地：横須賀市阿部倉18-1）

　　　　　　　　　　　　　　ハナショウブのほかにあじさいも見られそうです。　　　　入園料：￥３００

　　（３）　集合場所：　　東戸塚駅　午前９時　　　（改札口前）
　　　　　　　　　　　　　　　　東戸塚駅 発９：０７＜久里浜行＞に乗車します。　この電車の戸塚駅発は９：１１です。

　　　　　　　　　　　　　　　　キップを購入する方は、「衣笠」（ＪＲ横須賀線「キヌガサ」）まで。

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　　☆　次回の行事が決まりました！
　１４万株のハナショウブが咲き乱れる「横須賀しょうぶ園」へ！

　　（１）　実施日　　　平成　２３年　６　月　１６日　（木）　　小雨なら実施

　　　　　　　　再集合時刻などは現地でご案内いたします。

　　　　　★「しょうぶ園」を出る所で一旦解散とします。（これ以降は完全に自由行動です）
　　　　　　午後の部・・・・食事を済ませて「しょうぶ園」入り口付近に集合（時刻は現地でご案内します）
　　　　　　朝のルート（バス）で衣笠駅に戻って横須賀線に乗る。→→①このまま東戸塚へ帰る。

　　　今回も「参加申し込み」は不要です。集まった方でご一緒に遊びましょう。

　　（４）　往路行程：　　東戸塚＝＝（戸塚）＝＝＜横須賀線＞＝＝⇒衣笠／＜駅前からバス＞～～「しょうぶ園」

　　　　　　　　　　　　　　　　（交通費：＜ＪＲ＞東戸塚～衣笠　￥４５０／＜バス＞衣笠駅前～しょうぶ園　￥１７０）

　　 （５）　携行品：　　　弁当（なお、園内レストラン有り）、飲み物、雨具、健康保険証、敷物（随意）

　　　（６）　行動予定：　「しょうぶ園」に到着したら　園内散策（自由行動）　＆　昼食（原っぱはありません）

　　　　　　　　　ご遠慮なく下記の世話人へ問い合わせてください。 

節電が叫ばれ、クーラーもままなりません。どうぞお気をつけてお過ごし下さいますように・・・・

　(ご注意①)　天候にもよりますが、６月は気温が高くなることが想定されます。
　　　　　　　　　飲み物（水分補給用）の持参は、ご自身で充分な配慮をお願いいたします。
　(ご注意②)　「事前申し込み無し」ですから、天候や世の中の異変など、行事の実施について懸念されるときは、

　　　　　　→→②横須賀駅で途中下車。（軍港や市内散策、お買い物など随意にどうぞ・・・・）

【今後の予定】
今夏も猛暑が見込まれます、お互いの身の為に暑いさなかの外歩きは控えましょう。
７月、８月は「たび漫遊」行事をお休みとします。次回は９月下旬以降を予定します。



　　　⇒⇒長谷寺⇒⇒御霊神社 ＊鎌倉駅から長谷まで江ノ電
　　　　　*　　⑥大黒天　　　⑦福禄寿

　　どうぞ新春の一日を鎌倉散策でお楽しみください。

　　ペースで”めぐり”をしていただくようにします。

　　　・・・実歩程：約５Ｋｍ（電車利用なら３Ｋｍ）／約３時間（２．５時間）

　　☆★☆この鎌倉ウオークのご参加は、ご家族、友人等もＦｒｅｅとしますので、

（４）行程の概要　　（参考資料は当日用意します）

　　利用も可。（徒歩なら30分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①布袋尊　　　　②弁財天　　　　　　　　　③毘沙門天

　　　　　　　　　　④寿老人　　　⓹えびす神

　　　　　　　どうぞお誘いあわせてご参加ください。

　　　⇒⇒妙隆寺⇒⇒本覚寺　・・・　＜鎌倉駅の近辺で自由昼食＞

新春・鎌倉七福神めぐりのご案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男の井戸端会議・「旅・たびサークル漫遊」

H22.1.12

　　鎌倉七福神めぐりをいたしたいと計画しました。

　　スタートの集合場所、時刻は決めますが、あとの行動は

　　２０１０年、年の初めにそれぞれの思いや願いを込めて

　　特に集団としての規制などをせずに、各自、それぞれの

　（２）集合場所　：　ＪＲ横須賀線　北鎌倉駅　（表改札・外）

　（３）集合場所　：　午前 ９ 時 半  <雨天でも実施＞

　（１）実施日　：　平成２２年１月２１日　（木）

　　　北鎌倉駅前⇒⇒浄智寺⇒⇒鶴岡八幡宮⇒⇒宝戒寺

　　なお、参加申込受付は無し。　当日現地参加者で実施します。



（記事）

［参考］

交通費（片道・バス含まず）　①\950/②\990/②－1\830/③\820　　　　＜②-１利用は戸塚で１本前の電車に＞

　（注意）JR線を利用する場合、御殿場線（国府津以遠は「JR東海」ですからＳuicaは使えません。

　　Ｓuicaで入場すると下車駅での清算が手間どりますから、発駅にて通しでキップ購入をお願いいたします。

④参加申込　：　不要　　　　　（定刻にお見えになった方で実施とします）

ＪＲ松田駅前～＜シャトルバス＞～松田山公園（終点）　　（３０分毎に運行￥１５０）

公園の園地散策してから、適地を選んで昼食タイムを楽しみます。＜弁当は各自持参＞

午後は下り坂になっている散策路を・・・、足元に一面の菜の花、そして見上げなくても

河津桜の真っ只中。そぞろ歩きしながら、そのまま松田駅まで歩きます。（約３０分）

③　　東戸塚8:45　⇒　横浜8:33　…・・・・・・・・・・・・・・・・・海老名9]15　…・・・・・・・・・・・・・・・・・　新松田（着）9:48

　　　　　　　　　　　　（相鉄線に乗換）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小田急線に乗換）

④　ほかに敬老パス利用（バス）で弥生台や二俣川に出て、相鉄線・海老名経由の②に準ずるルートもあります。

　　　　8:49（東海道線に乗換）　　　　　　　　　　　　　　　　（御殿場線に乗換）                                     ↑

　　＜ほとんどの参加者はこの時刻で「東戸塚駅」に仮集合になるでしょう＞　　　　　　　　　　 ↑

②－１                                     ↓ 　　→　　　→　　　→　　　→　　    相模大野　　　→　　　  →　　 　 ↑

                                                                                      　（小田急・本線に乗換）

                                （小田急・江の島線に乗換）          （相鉄線に乗換）　　　　　　（小田急・本線に乗換）　　　　　　　　　　　　　　　　↑

②　　市営地下鉄戸塚　・・・・・・・・　湘南台　・・・・・・・・　大和　・・・・・・・・・　海老名　・・・・・・・・　（小田急）新松田（着）9:48

　　　　　　　　　8:27　　　　　　　　　　　　8:45                              8:59                    9:15　　　　　　　　   　　　　　　 ↑

☆☆「旅・たびサークル漫遊」第三回たび企画のお知らせ

静岡県河津町の河津ざくらが有名ですが、神奈川県内にも

　　　松田山公園の 河津ざくら お花見に行こう！

この桜の名所があります。　　（正しくは「松田山・西平畑公園」と呼ばれます）

①期　日　：　平成２２年　３月　１日　（月）

②集　合　：　ＪＲ御殿場線「松田駅」前　午前１０時　　＜現地集合です＞

③徴収費用　；　無し　　　　　（すべての場面で各自支払いといたします）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（交通機関の利用等、詳細は別項参照）

①　　東戸塚　⇒　ＪＲ戸塚8:53　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　9:27国府津9:41　・・・・・・・・・・・・・・・　9:55JR松田（着）

　　[駅名アンダーラインは乗換する駅を示す]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜JR東海エリア＞

とします。　どうぞお誘いあわせてご参加ください。

東戸塚或いは戸塚から　ＪＲ松田　or　小田急新松田　への交通機関利用について

園地が山の上ですから、シャトルバスを利用して帰路につくかたは、散策路を下らない方が良い。

昼食が済んだ段階で一応解散とします。　園地の近くにハーブガーデンもあるので興味がある

方はついでにどうぞ。　＜３月７日まで「まつだ桜まつり」が開催されています＞

この企画は「男の井戸端会議」メンバー限定とはせず、ご家族・ご友人・知人などフリー

旅･たびサークル漫遊  '1０／２
<実行委員会>

ＮＥＷＳ
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)



（参考）

A

B

（行程）

２,　「漫遊・臨時企画」の雨天中止
　　　　　　　　5月２６日（水）に予定した「横須賀軍港巡り」は雨天中止しました。　９月下旬に再企画する予定です。

３,　「たび漫遊」行事の次回は９月といたします。　盛夏は敬遠いたしましょう。

④携行品

⓹参加申し込み　:不要　[②の集合場所に来られた方で実施します。男女不問]

　　どうぞ、ご家族やお友達などに声かけをされて、楽しくご参加ください。

　（記事）　☆　「旅・たびサークル漫遊」の行事においては、アルコール類などの嗜好品は全て個人の

　　　　　　　　履物：運動靴（ｽﾆｰｶ）のようなジャリ道にも対応可能なものを推奨。

　　　　　　　　・昼食（小田原駅で調達も可能）/　　・飲み物/　　・敷物/　　・雨具

　ＪＲ線、小田急線とも、一旦、自由通路に出る形です。　大きな小田原提灯の下あたりに集合。

東戸塚or戸塚からの電車時刻

東戸塚　９：０７⇒（横須賀線・久里浜行）⇒９：１１戸塚/（乗換）９：１５⇒（東海道線・熱海行）⇒９：５７小田原

東戸塚　８：５１⇒（横須賀線・逗子行）⇒８：５５戸塚/（乗換）８：５７⇒（東海道線・アクティー小田原行）⇒９：３４小田原

　　　　　　　　　　裁量で調達のうえ、お楽しみいただくことになっております。　（基本原則ルール）

坂道や階段もありますので、広い境内を体調と相談しながら見ていただくように現地で概略の

説明とご案内をさせていただきます。

小田原駅⇒＜大雄山線で＞⇒⇒大雄山（終点）///＜バスで＞「道了尊」行き（終点まで）。

バスを降りたら土産物屋が数軒あって、そこは最乗寺境内への入り口。道なりに進む舗装路は

階段があります。　案内板もありますが案内チラシも入手できるでしょう。

③参加費　：　なし　（すべての支払いは、その都度各自でおこなってください）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊 　 H２２／６
<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

②集　合　：　小田原駅　ＪＲ線の改札前　午前１０時

1.　「旅・たびサークル漫遊」第四回企画行事のご案内

最乗寺は６００年の歴史を刻む曹洞宗の古刹で修行道場。

山を背にした境内の建造物も立派ですが、３,８ｔの鉄下駄奉納品も

有名。　　アジサイも見頃か？　　見どころがイッパイです。

①期　日　：　平成２２年　７月　１日　（木）　＜雨天実施の可否は問い合わせて・・・）

ローカル私鉄で行くコチラはちょっと穴場です。

　小田原から、箱根の方に行く観光はポピュラーですが、逆方向に

大雄山・最乗寺に行こう



（行程）

　Ａ

（行程）

Ｂ

（参考）　東戸塚　９：０７＜久里浜行き＞→→→（戸塚9:11）→→→横須賀９：４４着

　　　　　　　　　「三笠」はシルバー割引適用で￥４００（一般￥５００）です。　年齢証明できるものを持参してください。

　　①　期　日　：　平成２２年１０月２１日（木）　雨天でも実施

　　②　集　合　：　JR横須賀線「横須賀」駅前　ＡＭ１０時

　　　　　　　　　　　東戸塚駅からの電車利用について、参考タイムを下記（行程Ａ）でご案内

　　③　昼　食　：　弁当と飲み物を各自持参する。（横須賀で購入は困難です）

　　④　参加費　：　1200円　（「軍港めぐり」の乗船費・・・・・集合時に集めます）

（記事）　ａ）10月12日（火）の「男の井戸端会議」席上に用意するメモ用紙で、本件の参加見込み者を受付けます。

　　＜所要時間は約４５分＞（船内行動はフリーですが運航者側の指示に従うこと）

＊軍港めぐりから下船したら当日の行事は終了し、解散といたします。

　　　なお、ＪＲ横須賀駅までの帰路はご案内いたします。

＊集合時刻１０時に参加人員を確認して、乗船賃\1200を集めます。（つり銭なきように）

＊午前中は「三笠公園」に行きます。（近くまでバス<\170>、おりて徒歩１０分以内）

＊「記念艦・三笠」を見学します。　（記念艦・三笠の入艦料\400は各自支払）

　　（ボランティア・ガイドの案内・説明を予約してあります）

＊｛三笠公園」で昼食。　１３時に再集合し、軍港めぐりの船のりばへ移動（徒歩１０分）

　　　　　　なお、当日に急にキャンセルとなってもかまいません。

　　　　　　そのため、参加の意向のある方は10月17日（日）までに＜下記＞実行委員まで連絡してください。

　　　　　🔶　乗船定員がある都合で事前に見込み数を予約してあります。

　　　　　　　うえお楽しみいただくことにしております。　（基本原則ルール）

　　　　  e)「旅　・たびサークル漫遊」の行事においては、アルコール類などの嗜好品は全て個人の裁量で調達の

２, 　参加申し込みは不要ですが・・・《ここ重要！　必ず読んでください》

　　　　ｄ）この「NEWS」を以って最終案内としますので、以後の問い合わせは下記の実行委員まで・・・

　　　   c)雨天の場合は、午前の行程を変更することもありますので、ご了承ください。

　　　　ｂ）「軍港めぐり」の乗船賃のみ集めます。ほかの経費はその都度各自で支払いをお願いします。

 '1０／１０
<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　　　YOKOSUKA軍港めぐり（電車利用の日帰りツアーです）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊
１．「旅・たびサークル漫遊」第五回たび企画のご案内（最終案内版）

アメリカ海軍第７艦隊と日本・海上自衛隊の軍港（基地）
横須賀を海の上から見物します。（陸上からは絶対に見られません）

　ｽｹｼﾞｭｰﾙ+A8:K9の都合で、午前中には「記念艦・三笠」の見学を加えました。

＊「軍港めぐり」は１４時に出発する船に乗ります。



５．ケーブルカーで中間駅（追分）まで下りて、大山寺のモミジ鑑賞をしたあとで解散。

１．実施日　：　平成２２年　１１月　２９日（月）　　　雨天中止

　　　　お昼を我慢して帰路途中に立ち寄りを希望される向きはどうぞご随意に・・・。

２． 集　合　 ：　（小田急線）　伊勢原駅　午前１０時　（改札口前）

　＊＊＊行き方に不安の方は、戸塚駅（市営地下鉄）の改札口に８時４０分＜集合＞

　　　　　　　　　　＜フリーきっぷＡは、［小田急＋バス＋ケーブルカー］です。＞

６．大山寺からの帰路は　①ケーブルカー駅に戻って文明の利器を利用して往路の逆で。

　　　　　　　　　　　　　　 ②登山路（女坂）経由でバス停まで徒歩。～～伊勢原駅へ

★☆★　宿坊がたくさんあって、豆腐料理（\2000～\3000程度でコース）を食べることができます。

　　　　　　　　　　　下社（大山阿夫利神社）の辺りで昼食になる見込みです。

　　　　　湘南台で「丹沢大山フリーきっぷ」（Ａキップ）を購入する。　￥１，８７０

４．携行品（必須）　：　弁当、飲み物、雨具、健康保険証

３．乗車券購入の特記事項（各自で購入する）

次回の予定のご案内；平成２３年１月下旬～頃　東京・羽田七福神＆羽田新国際空港あたり

★☆★　天候による実施可否の決定は前夜１９時頃の気象情報で。　＜下記へ問い合せを・・・＞

　　　紅葉狩りと洒落ましょう

旅･たびサークル漫遊  '1０／１１
<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　今回は、

ＮＥＷＳ

　　　　丹沢・大山に

バスとケーブルカーを利用しての”らくらくプラン”です。

大山阿夫利神社（下社）に参拝し、ケーブル中間駅（追分）まで

下がって大山寺の見事に色づいたモミジ鑑賞が目玉の行程です。

　今回の企画は参加制限はありません。（申込不要）

　　　　　　　　（地下鉄）戸塚＝⇒湘南台／＝⇒（小田急）＝⇒相模大野／＝⇒伊勢原　の経路で行きます。



８，費用のこと

　　参加費は不用です。交通費、飲食代などは、各自でその都度お支払いください。

★☆★　天候による実施可否の決定は前夜１９時頃の気象情報で。　＜下記へ問い合せを・・・＞

　　次回の予定；平成２３年３月下旬ごろ（内容は未定／２月８日井戸端会議にて予告）

　　　できるだけ単独の行動は避けて、お仲間といっしょに見物をお楽しみください。

　　☆糀谷駅⇒東官稲荷神社⇒妙法稲荷神社⇒重幸稲荷神社⇒髙山稲荷神社⇒

　　　　⇒鴎稲荷神社⇒（別格・玉川弁財天）⇒白魚稲荷神社⇒穴守稲荷神社⇒穴守稲荷駅☆

　　＜ご注意＞　歩行コースは、専用歩道が無くて自動車が往来するところも歩きます。充分に

　　　　　　気をつけて歩くようお願いします。（案内者の指示に従ってください）＜歩行程：約２時間＞

６．「七福いなりめぐり」の終了でメイン行事はおわりです。　一旦解散とします。 

　　昼食は、穴守稲荷神社の境内或いは穴守稲荷駅の近辺のお店を利用して解散後に自由。

　　ここから直接の帰宅経路は、穴守稲荷駅～（京急蒲田乗換）～横浜／～東戸塚　です。

７．オプション・ツアーの部（羽田空港・新国際線ターミナルビル見物）

　　★空港ビル見物へ行くかたには、再集合の時刻・場所を一旦解散の際にお知らせします。

　　なお、国際線ターミナルビルまでご案内しますが、この場所は大混雑が予想されます。皆で

　　同一の行動は難しいので各自・自由行動と致します。　なりゆきは流れ解散になりますが、

５．行程、コースのあらまし［電車は、東戸塚⇒横浜／（京急）⇒京急鎌田／（空港線）⇒糀谷］

　明けましておめでとうございます。

　今年も”旅・たびサークル漫遊”の行事にご支援をよろしくお願いいたします。

　新年第一回目の行事案内　（最終・確定版）です。

１．行 き 先　：　東京・大田区羽田エリア（羽田七福いなりめぐり）
　　　　希望者には、オプションとして羽田空港の新国際線ターミナルビル見物をおまけ。

２．実施日　：　平成２３年　１月　２０日（木）　＜荒天中止＞小雨位なら実施

＜この行事は申し込み不要（参加条件不問）です。　当日、定刻に集合した方々でご一緒に出かけます＞

３．集　合　：　　東戸塚駅　午前９時　（改札口前）

　　　　　　Ｓｕｉｃａ（スイカ）／ＰＡＳＭＯ（パスモ）が全行程で使えます。なお、駅で乗車券を購入する方は、

　　　　　　東戸塚⇒⇒糀谷（こうじや・・・京急・空港線）までの通し切符を必ず購入してください。

４．携行品（必須）　：　飲み物、雨具、健康保険証、（食事は持参弁当or現地のお店） 

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1１／１
<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)



　　　　（ⅰ）　山手線で駒込⇒巣鴨（１駅）に移動して「とげぬき地蔵」＆「・・・商店街」自由散策

　　　　（ⅱ）　帰路に向けての集合などは、現地でご案内いたします。

　(ご注意①)　天候にもよりますが、６月は気温が高くなることが想定されます。

　　　　　　　　　飲み物（水分補給用）の持参は、ご自身で充分な配慮をお願いいたします。

　(ご注意②)　「事前申し込み無し」ですから、天候や世の中の異変など、行事の実施について懸念されるときは、

　　　　　　　　　ご遠慮なく下記の世話人へ問い合わせてください。 

　  （５）オプション

　　　　　　　　　＜ｵﾌﾟｼｮﾝ＞　巣鴨駅から～巣鴨地蔵通り商店街（とげぬき地蔵ボケ防止参拝）

　  （３）持参品　　　 お弁当（園外のお店での食事は可能です）飲み物、雨具、健康保険証、

　  （４）当日の行程

           (a) 集合・・・東戸塚駅　午前９時（改札前）　＜９時現在の集合者で実施します＞

　　　　　　　東戸塚9:27発の電車に乗ります。戸塚から乗車の方は9:03発（千葉行）で合流。

　　　　　　　キップを購入する方は、「駒込」まで。

　　　　　(b) 往路・・・東戸塚⇒＝⇒東京／（山手線に乗換）⇒＝⇒駒込（着）

　　　　　　　　徒歩（１０分）で「六義園」へ＜入園料は\300／但し65歳超は\150＞

           (c) 園内は自由行動とします。　（敷物で車座の食事はできません）

　　　　　(d) 再集合は午後１２時半（予定）に駒込駅　（集合場所は現地でご案内）

　　　　　  (e) 再集合した段階で当日メイン行事は一区切り。　（第一次解散）

　　（２）行 き 先　　名勝庭園『六義園』＜りくぎえん＞　（最寄り駅・山手線「駒込」）

🔶（２）バスツアー（井戸端ﾒﾝﾊﾞｰ限定）：５月３１日に予定して参加意向を伺っていましたが、大震災

　　・津波に起因する原発事故が主たる原因と思われる東京電力（株）の現今事業状況から、私どもが

　　予定した葛野川発電所（地下）の見学受け入れは「当分の間、中止する」との通告がありました。

　　そのため、私たちのバスツアーは”企画そのものを取り止める”ことにします。

　　　　　　新しいお出かけのプランです！
☆今回は東京へ・・国指定の特別名勝『六義園』（つつじが目当てです）に行きます。

　　　いつものオプションとしては＜▲▽の原宿＞『巣鴨地蔵通り商店街』に足をのばします。

　　（１）期　　日　　　　平成２３年　４ 月　２６　日　（火）      ＜雨天中止＞

　　博物館の展示にも影響が出る恐れがあるとの情報から、3月24日時点で「取りやめ」を決めました。

ＮＥＷＳ 　旅･たびサークル漫遊  '1１／４
発行<実行委員会>
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

おことわり 　お知らせ済の予定は 中止・取りやめに！！！

🔶（１）　小田原城址公園：　既に予定期日は過ぎましたが、”目玉”にした桜のお花見について予定日の段階では

　　肝心の桜が開花していない見通しで、加えて、震災に起因する計画停電がオプションで予定した地球



　　　

　(ご注意①)　天候にもよりますが、６月は気温が高くなることが想定されます。

　　　　　　　　　飲み物（水分補給用）の持参は、ご自身で充分な配慮をお願いいたします。

　(ご注意②)　「事前申し込み無し」ですから、天候や世の中の異変など、行事の実施について懸念されるときは、

　　　　　　　　　ご遠慮なく下記の世話人へ問い合わせてください。 

節電が叫ばれ、クーラーもままなりません。どうぞお気をつけてお過ごし下さいますように・・・・

　　　（６）　行動予定：　「しょうぶ園」に到着したら　園内散策（自由行動）　＆　昼食（原っぱはありません）

　　　　　　　　再集合時刻などは現地でご案内いたします。

　　　　　★「しょうぶ園」を出る所で一旦解散とします。（これ以降は完全に自由行動です）

　　　　　　午後の部・・・・食事を済ませて「しょうぶ園」入り口付近に集合（時刻は現地でご案内します）

　　　　　　朝のルート（バス）で衣笠駅に戻って横須賀線に乗る。→→①このまま東戸塚へ帰る。

　　　　　　→→②横須賀駅で途中下車。（軍港や市内散策、お買い物など随意にどうぞ・・・・）

【今後の予定】

今夏も猛暑が見込まれます、お互いの身の為に暑いさなかの外歩きは控えましょう。

７月、８月は「たび漫遊」行事をお休みとします。次回は９月下旬以降を予定します。

　　 （５）　携行品：　　　弁当（なお、園内レストラン有り）、飲み物、雨具、健康保険証、敷物（随意）

　　☆　次回の行事が決まりました！

　１４万株のハナショウブが咲き乱れる「横須賀しょうぶ園」へ！

　　（１）　実施日　　　平成　２３年　６　月　１６日　（木）　　小雨なら実施

　　（２）　行 き 先　　　「横須賀しょうぶ園」　　　（所在地：横須賀市阿部倉18-1）

　　　　　　　　　　　　　　ハナショウブのほかにあじさいも見られそうです。　　　　入園料：￥３００

　　（３）　集合場所：　　東戸塚駅　午前９時　　　（改札口前）

　　　　　　　　　　　　　　　　東戸塚駅 発９：０７＜久里浜行＞に乗車します。　この電車の戸塚駅発は９：１１です。

　　　　　　　　　　　　　　　　キップを購入する方は、「衣笠」（ＪＲ横須賀線「キヌガサ」）まで。

　　　今回も「参加申し込み」は不要です。集まった方でご一緒に遊びましょう。

　　（４）　往路行程：　　東戸塚＝＝（戸塚）＝＝＜横須賀線＞＝＝⇒衣笠／＜駅前からバス＞～～「しょうぶ園」

　　　　　　　　　　　　　　　　（交通費：＜ＪＲ＞東戸塚～衣笠　￥４５０／＜バス＞衣笠駅前～しょうぶ園　￥１７０）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1１／５
<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)



　（ご周知②）　たび漫遊の行事は原則として「事前申し込み無し」です。　天候や世の中の異変など、行事の実施が懸念

　　　　　　　　　されるような事態のときは、ご遠慮なく下記の実行委員へ問い合わせてください。

【次回の予定】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『昭和記念公園』（立川市）を予定しています。＜時期は１１月２２
日（火）＞

　　 参加費について・・・

　　　　 今回の『猿島』行事より、ご参加いただく方全員から、お一人あたり￥３００を参加費として

　　　　 拠出していただくことと致します。　集合場所において実行委員が頂戴させて頂きます。

　（ご周知①）　アルコール類ほか嗜好品は、全て個々人の裁量で調達のうえお楽しみ頂くことを原則にしております。
　　　　　　　　　「たび漫遊」のお世話役は、ご参加される皆様の飲食物には一切関与いたしませんのでご了知願います。

　  ６．持参する物　　昼食（★弁当）、飲み物、雨具、敷物、健康保険証、
　　　　　　　★小さな売店があるようですが、海水浴のシーズンは終わっていますからアテにせずに東戸塚駅

　　　　　　　　　集合前から準備するようにしてください。（乗船時刻の都合で、現地で買う時間はとれません）

　　７．渡船運賃　大人１人＜往復＞　　￥１２００　／15名以上団体　＠￥1080

　　　　　　　　★団体扱いになると思われますので、小銭を用意願います。

【行事に参加される方にお願い】

　　　　　　　　　　　　いします（サンダル不可）

今月の行事　ご案内です。

　　１．期　　日　　　　平成　２３年　９　月　３０　日　（金）　　＜雨天中止＞

　　２．行 き 先　　　「猿島」＜さるしま＞　　　（横須賀・三笠桟橋から船で渡る）

　　３．参　加　者　　　事前の申し込みは不要です（当日集合した方々で実施）

　　４．集　　合　　　　ＪＲ東戸塚駅　午前９時　　　　　(9:07発の久里浜行きに乗ります）

　　　　　　　　　　　　　　＊戸塚から乗車の方は、9:11発で車内合流（3号車あたり）

　　５．漫遊行程：　横須賀市の三笠公園から船で約１０分、東京湾に唯一の無人自然島。

　　　　　　　　　　　　周囲約１，６キロ（横浜球場のグランド４個分くらい）の広さです。

　　　　　　　　　　　　軍事要塞だった名残の跡地などを回る散策道ができています。

　　　　　　　　　　　　浦賀水道を航行する船を眺めながらお弁当。なお、散策路は坂道と

　　　　　　　　　　　　階段道がたくさんあります。履き物（スニーカーなど）にご配慮をお願

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1１／９／1３
<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)



【次回の予定】お正月の恒例行事＜慶福・七福神めぐり＞
『浅草七福神』（東京）を予定しています。（時期は１月中旬～下旬）

　　　　　　　　　チケットは各自で購入する　（公園の案内チラシを入手すること）

【行事に参加される方にお願い】

　　 参加費について・・・

　　　　 前回の『猿島』行事より、ご参加いただく方全員から、お一人あたり￥３００を参加費として

　　　　 拠出していただくことと致しました。　集合場所において実行委員が集金させて頂きます。

　（ご周知①）　アルコール類ほか嗜好品は、全て個々人の裁量で調達のうえお楽しみ頂くことを原則にしております。
　　　　　　　　　「たび漫遊」のお世話役は、ご参加される皆様の飲食物には一切関与いたしませんのでご了知願います。

　（ご周知②）　たび漫遊の行事は原則として「事前申し込み無し」です。　天候や世の中の異変など、行事の実施が懸念

　　　　　　　　　されるような事態のときは、ご遠慮なく下記の実行委員へ問い合わせてください。

　　８．入 園 料　　大人１人　￥４００　／シルバー（65歳超）　￥２００　（要年齢証明）

　　３．参　加　者　　　事前の申し込みは不要です（当日集合した方々で実施）ご家族等歓迎

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員・お一人当たり）　＜公園の入園料は現地で各自支払い＞

　　５．集　　合①　　東戸塚駅　午前９時　　(9:07発の千葉行きに乗ります）

　　　　　　　　　　　　＊戸塚駅から乗車の方は9:03発で車内合流（６・７号車あたり）

　　　　集　　合②　　ＪＲ（青梅線）西立川駅　午前１０時４５分

　  ６．持参する物　　昼食（★弁当）、飲み物、雨具、敷物、健康保険証、

　　　　　　　　　　　　　　　　　★軽飲食ができる売店・レストランが公園の中に数箇所あります。

　　７．漫遊行程　 往路の電車は川崎駅回りで行きます。（南武線・始発駅）

　　　　　　　公園は西立川口から入ります。園内では昼食時間含みで自由行動です。

　　　　　  再集合の場所・時刻は現地でご案内します。

　　　●現地解散予定＊再集合場所で１３時半ころ／又は　公園「立川口」で１５時頃

　　　　　　　　　　　　　・・・　広大な公園の、深まる秋の彩を楽しみにいきましょう・・・

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1１／１１／８
発行<実行委員会>
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

今月（１１月）の行事ご案内です。

　　１．期　　日　　　　平成　２３年　１１　月　２２　日　（火） ＜雨天中止＞

　　２．行 き 先　　　「国営昭和記念公園」　（立川市）



　（ご周知①）　アルコール類ほか嗜好品は、全て個々人の裁量で調達のうえお楽しみ頂くことを原則にしております。
　　　　　　　　　「たび漫遊」のお世話役は、ご参加される皆様の飲食物には一切関与いたしませんのでご了知願います。

　（ご周知②）　たび漫遊の行事は原則として「事前申し込み無し」です。　天候や世の中の異変など、行事の実施が懸念

　　　　　　　　　されるような事態のときは、ご遠慮なく下記の実行委員へ問い合わせてください。

　　目玉である銀杏の黄葉はまさに絶頂期、ギンナンの実を土産ゲットした方もありました。

特記事項
　　　この「七福神めぐり」は、今までのウオーキングと違い範囲が広いために長距離の行程を

　　　　歩くことになります。

　　　　天候・コンディションにもよりますが、七福神のポイント間移動がかなり長い区間が

　　　　 あることをお含みのうえ、ご参加の可否をご検討ください。
　参考：　＜七福神めぐり順路＞　①鷲（おおとり)神社（寿老人）・・・②吉原神社（弁財天）・・・③橋場不動尊（布袋尊）・・・

　　　　④今戸神社（福禄寿）・・・⓹待乳山聖天（まっちやましょうでん）（毘沙門天）・・・⑥浅草神社（恵比寿）
　　　   ・・・⑦浅草寺（大黒天）／／　一般資料では矢先神社（福禄寿）と石浜神社（寿老人）も入って９箇所です

【報告】　　”１１月漫遊たび”「昭和記念公園」
　　　１１月22日（木）に実施しました。　参加者１７名（井戸端会員１１名）

　　当日は「小春日和」という言葉がこの日のためにあるかの絶好の行楽日和で、企画の

         が今回は割愛します。

　　４．参　加　費　　　￥３００　（　全員・お１人あたり　）

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅　　午前　９時　　　　（9:07千葉行き乗車)

　　　　　　　　　　　　＊戸塚から乗車の方は、９時０３分発で車内合流（８号車あたり）

　  ６．持参する物　　飲み物、おやつ、雨具、健康保険証、

　　　　　　　　　　＊ 昼食 は現地で”おのぼりさん”外食しましょう。

　　　　　　　　　　（昼食時刻が少し遅くなることが予想されます）

　　　　　　　＊拝観料は不要ですが、賽銭用に大銭・小銭の用意を・・・・

　　　　　　　＊交通費は、約１，５００円（キップ購入は各自で）

　　７．漫遊行程　　往路は「横浜」で京急線（都営地下鉄直通）に乗り換えて「浅草」で下車

　　　　　　　　　　このあとは、七福神巡りで全行程約７キロの徒歩となります。

　　３．参　加　者　　　申し込みは不要　（集合した方で実施）　　　ご家族等歓迎

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1１／１２／1３
発行<実行委員会>
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

☆★☆　新年行事の恒例『七福神めぐり』のご案内です。　☆★☆

　　１．期　　日　　　平成２４年　１　月　１９　日　（木）　　　＜雨天中止＞

    ２, 行き先　　　「浅草七福神巡り」　　　（東京都台東区）

　　　　　世界一・６３４ｍの迫力を間近に見上げながら、浅草の繁華街を遠巻きに

　　　　巡ります。



　　　　には自転車の通行があることを留意し、横に広がらないで車道側を空けるように注意して歩行してください。

　　８．漫遊行程　　三浦海岸駅～（河津桜の並木歩道）～小松ｹ池～（徒歩）～三崎口駅

　　　　～～＜バス＞～三崎港・・・ショッピング＆昼食（Ｆree）［再集合時に一次解散］

【次回no予告】
期　日：　５月２１日　（月）
行き先：　『東京』ゲートブリッジ』　・・・・2月に開通したばかり。ユニークな形で　一
躍有名になったので、「漫遊」野次馬ご一行様も早速歩いてみましょう。
オマケの楽しみを探すのが難問題で、これから世話人が情報収集と下見をします。

＜特記事項とご周知＞
　(1)　参加者が多くなるにつれて、街中とはいえ歩行中などの事故が大きな心配ごととなってきました。

　　　　この漫遊行事は、あくまで個々人の責任において行動していただくこととしております。特に集団で歩道を歩く時

　　　　今回の歩程は全部で約４Ｋです。　前半は住宅地ですが坂道もありますので、ご承知おきください。

　　　「たび漫遊」のお世話役は、ご参加される皆様の飲食物には一切関与いたしませんのでご了知ください。

　(3)　天候や世の中の異変など、行事の実施が懸念されるような事態のときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合

　　　わせてください。

　(2)　アルコール類ほか嗜好品は、全て個々人の裁量で調達のうえお楽しみ頂くことを原則にしております。

（１）東戸塚駅東口⓹バスのりば・・・８時４５分（8:49発芹が谷経由上大岡行き乗車）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↳西武デパートの正面口すぐ前

　　【オプション行程】　三崎港～＜バスで城ケ島へ＞～バス停「白秋碑前」・・・徒歩で『県立城ケ島

　　　公園』を散策します。整備された素晴らしい公園から地球が丸いと実感できる水平線が・・・

　　５．集　　合

　　　　　　　　　　（２）戸塚から＊　の参加者は・・・９時２０分　（京急）上大岡駅中央改札前

　　　　　　　　　　　　　昼食は三崎港に行ってからのお楽しみにしたいと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（京急連絡口には行かないで）京急線の中央改札へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊市営地下鉄は最先頭部車両に乗車して、上大岡では一旦改札を出て

　　６．キップ購入　　上大岡で『三浦半島1DAYきっぷ』(\1300)＊＊を各自購入します。

　  ７．持参する物　　飲み物および副食品、雨具、健康保険証、

　　　　　　　　　　　　　　　こちらでも河津桜が咲いています。　足をのばして三崎港でマグロ？

　　３．参　加　者　　　申し込みは不要　（集合した方で実施）　ご家族等歓迎

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員・お１人あたり　）

　　　　　　　　　　　　　早咲きの桜は伊豆・河津の桜がしられています。　　でも神奈川県の

　旅･たびサークル漫遊  '1２／３／1３
発行<実行委員会>
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

当初の予定日が雨のために明日に延期をした再周知です。

　　２．行 き 先　　「三浦海岸の河津ざくら＋三崎グルメ？」

     ＜雨天中止＞　　１．期　　日　　　　平成２４年　３ 月　１４　日　（水）
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　　　　　　　　　　　　あがります。　あとは橋上ウオークしてから、戻って公園でお弁当。

　【前回の実施報告】

　「三浦海岸の河津桜＋三崎グルメ」は寒さ続きのため開花遅れと、天候不良の予報もあって、当初予定の

　　　 　　　　　　　　＊＊＊戸塚から参加者は9:03発（横須賀線）で車内合流（前方８・９号車あたり）

　　６．キップ購入　　「新木場」まで￥６９０　（ＪＲ線だけで、東京駅乗り換え京葉線）

　　２．行 き 先　　　「東京ゲートブリッジ」　　　（東京都江東区若洲）

　　３．参　加　者　　　申し込みは不要　（集合した方で実施）

こんな折でなきゃ、まず行かない！　いい景色ですヨ・・・

　(3)　天候や世の中の異変など、行事の実施が懸念されるような事態のときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合

＜特記事項とご周知＞
　(1)　参加者が多くなるにつれて、街中とはいえ歩行中などの事故が大きな心配ごととなってきました。

　　　　この漫遊行事は、あくまで個々人の責任において行動していただくこととしております。特に集団で歩道を歩く時

　(2)　アルコール類ほか嗜好品は、全て個々人の裁量で調達のうえお楽しみ頂くことを原則にしております。

　　　東戸塚駅（改札前）・・・午前９時　　　（9:07千葉行きに乗車）

　  ７．持参する物　　飲み物、弁当及び嗜好品、雨具、健康保険証、敷物（随意）

　　８．漫遊行程　 東京駅では乗換のために構内を約７００Ｍ歩きます。（迷子注意）

　状況は６～７分程度。

　　　　　　　　　　　　新木場駅で下車し、バスで「若洲キャンプ場」まで（バス代￥２００）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊現地に食堂施設、売店などはありません。

　　　　　　　　　　　　ゲートブリッジで、橋の歩道レベルまでは階段orエレベーターで８階分

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員・お１人あたり　）・・・但し「見学会」の方は”無料”です。

　　５．集　　合

　　　　　　　　　　　　　　海の上の橋の部分だけを往復３キロ歩く空中散歩です。

　　　　　　　　　　　　　　海面から約５０Ｍのところで富士山、東京タワー、更に東京スカイツリーも展望。

　　　　　　　　　　　　終点でバスを降りると、そこは「若洲海浜公園」です。　　　目の前が

旅･たびサークル漫遊  '1２／４／1０
発行<実行委員会>
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　　１．期　　日　　　　平成　２４年　５　月　２１日　日　（月）　　＜雨天中止＞

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

「東京ゲートブリッジ」・・・今、話題の変わった形の道路橋です。

　　　わせてください。

　３月５日を１４日（水）に繰り下げて実施しました。　参加者は全２２名（うちゲスト５名）。

　ちょっとしたハプニングもありましたが、天候に恵まれて城ケ島も全員で楽しんできました。　河津桜の開花

　　　　には自転車の通行があることを留意し、横に広がらないで車道側を空けるように注意して歩行してください。

　　　「たび漫遊」のお世話役は、ご参加される皆様の飲食物には一切関与いたしませんのでご了知ください。



電話番号

電話番号

『筑波宇宙』センター』バス・ツアー予約申込書（提出用）　平成２４年７月１０日（申込）

平成２４年９月２６（水）に実施予定の上記バス・ツアーに予備申込みをいたします。

氏名:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜取りまとめ＞旅・たびサークル漫遊　実行委員会

ＮＥＷＳ

（雨天でも実施）　　１．期　　日　　　　平成　２４年　９　月　２６　日　（水）

　　　　　　日本の宇宙開発の最先端、ＪＡＸＡの現場に行って見学ツアー・コースに参加します。

　　　　　★今回は貸切りバスを利用しますので、完全に事前予約申込制です。

旅･たびサークル漫遊  '1２／７／1０
発行<実行委員会>
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

◇🔶◇　果てしない『宇宙』は男のロマンを掻き立てます　◇🔶◇

　　２．行 き 先　　　「筑波宇宙センター」　　　（茨城県つくば市）

　　３．参　加　者　　　定員２２名（予約制）（井戸端メンバー優先、余裕が出たら抽選でその他も）

今回は、その宇宙のすぐ近くに皆様をご案内いたしましょう！

　　５．集　　合 　　　　東戸塚地域ケアプラザ前・・・午前７時４５分（８時に発車）

　　４．参　加　費　　　（バス代）￥３,０００ ＋ （参加費）￥３００　（全員・お１人当たり）

　　　　　　　　　　特記事項：身分を証明できるもの（運転免許証、住民基本台帳カード（写真付き）、パスポートなど）

　　　　　　バス工程は片道約２時間～2,5時間です。１１時からの見学ツアーを予約済。

　　　　　　（約１時間２０分）／食事のあと若干の自由見学時間がとれる見込みです。

　　　　　　　　　　　　　　（注意）今回は全員こちらに集合していただきます。

５月２１日（月）『東京ゲートブリッジ』を歩いてきました。　天候は曇りでしたが、その分暑すぎなくて辛い。

　　８．本日、予備申込を受付けます。（下欄のキリトリ用紙）／8月１４日に確定申込

参加者は総勢３０名（井戸端メンバー１５名）で、海面上約６０Ｍを往復３キロ余り散歩して、海風をおかずに

お弁当！　ひとりの迷子も出ずに無事帰ってきました。　皆さん、おつかれさまでした。

　　　　このような工程なので、今回はプラスαの”オマケたび”はありません。おおよそ１６時に帰宅予定。

【前回の実施報告】

電話番号」記入の本申込書を提出していただきます。（宇宙センター提出用）

キ　リ　ト　リ

　  ６．持参する物　　弁当（必須）、飲物＆嗜好品、雨具、健康保険証、敷物（随意）

　　７．漫遊行程　・・・東戸塚で集合・出発、更に同所に帰着という「楽々漫遊」です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊現地の食堂利用はｽｹｼﾞｭｰﾙ都合で不可。必ず弁当をご準備願います。

（実行委員会・注）　正式な申込みは８月１４日の井戸端会議の折に受付けます。その際は　バス代金と「名前、住所、

「筑波宇宙センター」バス・ツアー予約申込済　（本人用控え記録）　申込日：平成２４年７月１０日

氏名:



　

　　臨海エリアに点在する名所の秋景色を訪ねましょう　◇🔶◇

　　　　　　　　古刹の庭園の秋色、磯の香りと砂浜歩き、明治維新の歴史探訪など、今回も新鮮な出会いが・・・

　　６．キップ購入（各自）　上大岡～金沢文庫　　（各自で購入、Suica使えます）

　★★★　今回の歩程は、完歩すれば平地ながら約８Kｍ位になります。但し、バス停やシーサイドライン

　　　　　　　　　　野島山にある展望台からは３６０度展望）・・・・伊藤博文別邸（ガイド案内）

　　　　　　　　　　　～金沢八景駅（近くに八景ゆかりの広重版画ポイントが・・・）＝＝解散

　　　　　　　　駅の近くを歩きますから、歩行継続が困難になったときは随時エスケープが可能です。

　　３．参　加　者　　　申込み不要　（ご家族・お友達もどうぞ）・・・・人数制約なし

　　５．集　　合 （１）東戸塚駅東口⓹バスのりば・・・８時４５分（8:49発芹が谷経由上大岡行き乗車）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↳西武デパートの正面口すぐ前　　　　　　　↓

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員・お一人当たり）

　  ７．持参する物　　弁当（必須）、飲物＆嗜好品、雨具、健康保険証、敷物（自分用に是非）

 '1２／１１／13
発行<実行委員会>
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　◇🔶◇　京急線の金沢文庫駅を起点に、横浜市最南部の
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　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。
　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　　　　　　　　　　　　　　　「敬老特別乗車証」はシ－サイドラインでも有効です。（帰路で使用するかも・・・）

　　２．行 き 先　　　称名寺～海の公園～野島公園　（横浜市金沢区）

　　１．期　　日　　　　平成　２４年　１１　月　２６　日　（月） ＜雨天中止＞

　　　　　　　　　　（２）戸塚駅が最寄の方は・・・・９時２０分（京急）上大岡中央改札前

　　　　　　　　　　　　　　　　　（市営地下鉄ブルーラインで上大岡に直行、一旦改札を出て）　⤴

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　　８．漫遊　行程　 金沢文庫駅～称名寺～海の公園～野島公園（島です。海抜５７ｍの

　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

【次回の予定（予告）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
次回は来年の話になってしまいますが・・・＜平成２５年１月１７日（木）　予定＞　
新年恒例となっている七福神めぐりを行いたいと思っています。
場所の候補地は平成２４年１０月に復元オープンした「東京駅・丸の内駅舎」も見た
いと『東京・日本橋七福神めぐり』を予定します。　　　　　　                    
　詳細のご案内は、１２月１１日の井戸端会議で「漫遊ＮＥＷＳ」にて。　　　　　　
　　　　　　・・・・お楽しみに・・・・

ご参加くださる皆様へ 



    ２, 行き先　　　日本橋七福神巡り　＋　皇居東御苑

旅･たびサークル漫遊  '1２／１２／11
発行<実行委員会>
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　＊＊＊　次回の行事予定ご案内　＊＊＊　（これが最終案内です）

　　１．期　日　　　　平成２５年　１　月　１７　日　（木） <雨天中止>

　　お正月の恒例になっている「七福神めぐり」を行います。
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　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【前回の予定は雨天中止】　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　１１月２６日（月）に予定していました「称名寺～野島公園」は、当日の朝になっ
て”天候大荒れ”を予報する気象情報のため、やむなく中止しました。　　このプランはそ

のままを来年の春または秋に実施したいと思います。

　

ご参加くださる皆様へ 

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　　３．参　加　者　　　申し込みは不要　（集合したメンバーで実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（　全員／お１人あたり　）

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅　　午前　９時　（9:07千葉行きに乗車します)

　  ７．持参する物　　　今回は原則として弁当不要

　　　　江戸時代からの歴史的息吹を感じながら、都心ビジネス街の中にひっそりと佇む神々を詣でて

　　　　復元の威容を眺めるコースを歩きます。

　　８．漫遊行程　　（戸塚）＝東戸塚＝＝＝新日本橋（下車）

［宝田恵比寿神社］→［椙森神社］→［笠間稲荷神社］→［末廣神社］→［松島神社］→［水天宮］→

［茶の木神社］→［小網神社］⇒⇒　【昼食】　⇒⇒（メトロ半蔵門線）三越前駅～大手町（下車）・・・

　　　　　　　　　戸塚から乗車の方は、９時０３分発です（千葉行き）の先頭車両に乗車して車内合流

　　６．キップ購入　　乗車駅→～～　「新日本橋」　（各自で購入）

　　　　新たな年の安寧を祈りましょう。　東御苑は時期的に最適ではありませんが、四季折々に訪れ

　　　　たくなる名園です。再訪のために下見のつもりで・・・・。戻りの道すがらは東京駅の丸の内駅舎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（分散してお店に入っての外食とします）

　　　　　　　　　　　　　　飲物　&　嗜好品、雨具、健康保険証、

　　　　　　　坂道もありますので、自信がない方は「七福神めぐり」のあと昼食をして三越前（or新日本橋）

　　　　　　　から後半バスで帰途につくことができます。

　＊＊＊　今回の七福神めぐりは比較的に狭い範囲ですが、歩行距離は５キロ以上です。　後半の東御苑は

皇居東御苑（大手門から入園／無料）＜園内散策＞後・・・・東京駅に向かう・・・～・・・【帰路へ】



　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　　　　　サイドライン（敬老パス使える）駅がすぐそばだったり、歩行続行が無理ならエスケープ自由です。

　　　　　　　　（但し、離脱する時は必ず同行の世話人に一言連絡をお願いします）

【前回報告と次回予告】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　［前回報告］　Ｈ２５－１－１７（木）　日本橋七福神
めぐり＆皇居東御苑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　参加者：”井戸端”関係者（男性）２７名／ゲスト（女性）１２名　＜計３９名＞　
新記録　　　　　　　　　　　　　　　　　［次回予告］「横浜港見学会」（マリーンシャ
トル＜船＞＆港湾施設見学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施時期（予定）：

ご参加くださる皆様へ
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　　★★★徒歩行程は全部で約８キロくらいです。　バスの通る道路沿いの道を歩きますし、後半ではシー

　　　　　　　　　　（２）（京急）上大岡駅中央改札前・・・９時２０分＜戸塚駅が最寄りの方＞市営地下鉄利用

　　　　　　　　　　　　　　　　　（地下鉄から直接京急線連絡に行かず、一旦、改札を出て集合場所に来て下さい）

　　６．キップ購入（各自で購入）　　上大岡～～金沢文庫　＜Suia、PASMO　利用可＞

　  ７．持参する物　　弁当（必須）、　飲物＆嗜好品、　雨具、　健康保険証、

　　　　　　　　　　　　　　敷物（自分用に是非）、「敬老特別乗車証」（所持者のみ）

　　　　（注）『濱ともカード』の優待が何処で待っててくれるか分かりません。携帯していた方がお得な場合も・・・

　　８．漫遊行程

　　　　　　　　　　　　金沢文庫駅～～称名寺（桜）～～海の公園（桜）～～野島公園（桜）＜ここは島です。

　　　　　　　　　　　　海抜５７ｍの野島山にある展望台から３６０度の展望＞・・・島の中にある伊藤博文公

　　　　　　　　　　　　の旧別邸ではボランティアガイド案内で見学を予定～～金沢八景駅

　　　　　　　　　　　　・金沢八景駅の近くには安藤広重の版画に画かれたポイントも・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↳西武デパートの正面口すぐ前

＊＊＊　次回の行事予定ご案　内　＊＊＊　　（これが最終案内です）

　　　昨年の秋に予定した（雨天中止）のを再企画で復活です。

　　１．期　　日　　　　平成２５年　３ 月　２９　日　（金）      ＜雨天中止＞

　　２．行 き 先　　　称名寺　～～　野島公園　（横浜市金沢区）

　　　　　　　　　　　　　　　季節は｛サクラ」。主要なポイントは３カ所で、それぞれのサクラが待っていてくれる

　　　　　　　　　　　　　　　でしょう。　明治維新の元勲・伊藤博文の元別邸（文化財）も見学する予定。

　　３．参　加　者　　　申し込みは不要　（集合したメンバーで実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員／お１人あたり　）

　　５．集　　合 （１）東戸塚駅東口⓹バスのりば・・・８時４５分（8:49発芹が谷経由上大岡行き乗車）

ＮＥＷＳ 　旅･たびサークル漫遊  '1３／３／1２
発行<実行委員会>
男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)



　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【次回の予定】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「６月たび」行事が終わると時期は夏！
猛暑は避けてしばらく夏休みということに・・・。　　　暑さが遠のく９月末～１０月初旬こ
ろに次回の「たび行事」を予定したいと考えています。　　　行き先は現時点では未定。　参
考になる情報があったら提供してください。
　

ご参加くださる皆様へ
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　　　　　　　　　　（２）東戸塚駅改札前・・・　午前９時　（9:07千葉行きに乗車）

　　　 　　＜参考＞戸塚から市営地下鉄ブルーラインで関内に行く方は、あざみ野行き最後尾車両に乗ると

　　　　　　　　　　　　　　都合が良いようです。　（地下鉄の方は山下公園集合地に直行してください。）

　　６．キップ購入（各自）　　ＪＲ東戸塚～関内駅まで　＜関内駅前・・・山下公園まで徒歩　ご案内＞

　  ７．持参する物　　弁当、飲物＆嗜好品、雨具、健康保険証、

　　　　（注）『濱ともカード』の優待が何処で待っててくれるか分かりません。携帯していた方がお得な場合も・・・

　　８．漫遊行程

　　　　　　第一部：　マリーンシャトル（船）での港内クルーズ（１時間）・・山下公園～発・着（10:20～11:20）

　　　　　　　　　　　　下船後は一旦解散（昼食休憩）　

　　　　　　第二部：　（集合12:50）　大桟橋ふ頭ビル前～～バスで港湾施設見学（大黒ふ頭付近13:30～15:00）

　　　　　　　　　　　　15:30頃に横浜駅でバス下車　　　＜見学会終了＞

　　　　　　　　　　　　　　　　事前の申し込み手続きをして実施のはこびとなりました。

　　３．参　加　者　　　申込み制　（４月９日・井戸端会議の折に申込書受付済み）／定員４０名

　　　　　　　　※　申込み済みの参加予定者でキャンセルは、至急に担当者（世話人）後藤に通知願います。

　　４．参　加　費　　　￥３００　（当日・全員／１人あたり　）・・・但し「見学会」の方は”無料”です。

　　５．集　　合 （１）山下公園＜マリーン・シャトル乗船場付近（氷川丸の隣り）＞・・・・午前１０時

　　　　　　　　　　　　　　　　（社）横浜港振興協会が啓蒙活動として行っている横浜港関連の施設見学会に、

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1３／５／1４
たび企画No.１９ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご 案　内で　す　＊＊＊
　この企画は”完全申し込み制”で、すでに申し込みは締め切っております。

　　１．期　　日　　　　平成２５年　６ 月　３　日　（月）
荒天等のため中止のときは、参加予定者に
個別に連絡いたします。

　　２．行 き 先　　　横浜港見学会　（船で港内クルーズと、バスでの施設見学）



　　　　　　　単独行動をとらないようお願いいたします。

ご参加くださる皆様へ 　
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「６月たび」は横浜港見学会でした
（6/3)。　参加者は総勢３７名（井戸端関係者２５）
　

　　　　　第二部： （再集合）川越まつり会館（有料見学）　～　蔵づくりの町並み　～　（時の鐘）　～

　　　　　　　　　　（蔵造り資料館）　～　蓮馨寺（ﾚﾝｹｲｼﾞ）　～　連雀町・山車展示　～

　　　　　　　　　　＝⇒（バス）＝⇒　川越駅／／／帰路・・・⇒利用する電車は当日の判断でご案内します。

　　　（注）　第二部以降は、横浜方面への電車（みなとみらい直通）に乗るところまで、参加者は断りなく

　　　　　　　　　　昼食は現地で自由（お店を利用）に行っていただきます。（各種の店舗が多数あります）

　　８．漫遊行程　＜参加者全員に大判の「川越観光ＭＡＰ」をさしあげます＞

　　　　　＊＊＊　今回の歩行行程は総合で約３キロですが、主として後半が歩く観光になっています。＊＊＊

　　　　　第一部：　川越駅⇒⇒（バス）⇒⇒喜多院（有料見学）　　＜徳川幕府ゆかりの名刹を現地ガイドが案内＞

　　　　　再びバスで観光中心域へ移動し、自由昼食と買い物、見物をお楽しみ頂きます。

　　　　　（＊）　「菓子屋横丁」においての見物・買い物は昼食自由時間（予定９０分）の中でお願いします。

　　　　　　なったので、遠いと思っていた川越が横浜とお近づきになりました。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）
　　　　　　　　　　※　集合時刻がいつもと違います。　お間違いのないようにご注意ください。

　　４．参　加　費　　　￥１,０００　（当日・全員／１人）・・・・ガイド料（２人依頼）、施設見学料、参加費分合計

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅改札前・・・午前８時１０分（8:21津田沼行きの先頭車両に乗車)

　　　　　　＜参考＞　戸塚から乗車の方は、８時１７分発（津田沼行き）の先頭車両に乗車して車内合流。

　　６．キップ購入（各自）　①ＪＲ東戸塚（または戸塚）～横浜駅まで＜東横線に乗換え）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②横浜駅・券売機で『小江戸川越クーポン』\1,720を購入

　　　（注）クーポンは横浜～東武・東上線往復割引と、現地で利用するバス（東武）乗降自由代を一括含みます。

　  ７．持参する物　　飲物（必須＆嗜好品、雨具、健康保険証、

　　　　　　　　東横線（みなとみらい腺）が東京メトロ（副都心線）とつながって、更に東上線に直通運転するように

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1３／８／１３
たび企画No.２０ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご　案　内 で　す　＊＊＊
　　　　＜９月は納涼行事のため全体周知の機会は今回が最後です。　ご注意ください＞

    １．実　施　日　　　　平成　２５年　９　月　２４　日　（火） （小雨程度なら実施）

　　２．行 き 先　　　川越市内観光　（江戸時代には城下町、商業でも栄えた小江戸・川越）



　

　

　　８．漫遊行程　＜全行程が徒歩での平地移動です　（ギブアップの場合、随所に逃げ道有り）＞

　　　　　　　　　地下鉄（東京メトロ・銀座線）の「青山一丁目」～～～すぐに神宮外苑エリアです。

　　　　　　　　　　　絵画館に続く銀杏並木　～～『外苑いちょう祭り』会場＊　～～絵画館前～～

　　　　　　　　　～～国立競技場＆秩父宮記念スポーツ博物館＊　～～（学徒出陣記念碑）～

　　　　　　　　　～～新宿御苑（千駄ヶ谷門から入園）＊　～～ＪＲ新宿駅（南口）

　　　　　　　　　《註》　＊印の場所では、見物・見学の時間をとります。博物館と新宿御苑は有料入場

　　　　　　　　　帰路は新宿駅から乗り換え無しの「湘南新宿ライン」利用で東戸塚／戸塚へ

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】
「９月たび」は川越市内観光でした（9/24)。　参加者は総勢３０名（井戸端関係者２２）17＋
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ご参加くださる皆様へ 
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　　　東戸塚駅改札前・・・・午前９時　（9:07千葉行きの先頭車両に乗車）

　　　　　　　＜参考＞戸塚から乗車の方は、９時０３分発（千葉行き）の先頭車両に乗車して車内合流

　　６．キップ購入（各自）　ＪＲ東戸塚（または戸塚）～新橋駅まで＜新橋で東京メトロに乗換＞

　　　　　　　　　　　　　　新橋から地下鉄・銀座線で『青山一丁目』まで

　  ７．持参する物　　昼食（弁当）、飲物（必須）＆嗜好品、　雨具、健康保険証、

　　　　　　　　　　　　　　　弁当はコンビニ等で調達は可能ですが、今回は”お食事処”など利用できません。

　　　　　　　　　　　　　　　久しぶりに緑陰でのランチタイムを楽しみましょう。（芝生広場に敷物を拡げて・・・）

　　２．行 き 先　　　明治神宮外苑～国立競技場～新宿御苑　　（東京都）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1３／１１／１２
たび企画No.２１ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご　案　内　で　す　＊＊＊

　先月は口頭でのご案内でしたから、詳細案内はこれが始めてですが・・・

　　１．実　施　日　　　　平成　２５年　１１　月　２７　日　（水） （小雨なら実施します）

　　　　「漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ」をお持ちの方は必ず持参のこと

　　東京の都心ですが特に緑多いエリアです。　街路樹の紅葉を愛でながら、昭和オリンピック の記念碑である

　　国立競技場のリニュウアル前の姿を脳裏に焼き付けてきましょう。　新宿御苑も素敵な場所へご案内します。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥７００　（全員、一人当たり）　＜入館・入園料を含みます＞　小銭で願ます

　　５．集　　合



　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　　　 実施といたします。ご了承ください。

【前回の報告】
１１月２５日「神宮外苑～国立競技場～新宿御苑」　参加者　計２４名（井戸端関係１９
名）　穏やかに晴れて絶好の紅葉ウオーキング日和。　外苑、御苑の紅葉は特に見事でした

ヨ！

ご参加くださる皆様へ 
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　　　公開期間を外しては直接拝むことが叶いません。　そのために、今回は”松の内”

　　６．キップ購入（各自）　　ＪＲ東戸塚（または戸塚）～田畑駅まで＜東京で山手／京浜東北線に乗換＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　  ７．持参する物　　　飲物（必須〉　&　嗜好品、雨具、健康保険証、昼食＊

　　　　　　　　　　　　　　　「漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ」をお持ちの方は必ず持参のこと

　　　　　　　　　　　　　　　　（＊）食事は谷中銀座の食事処ですることにしますが、小規模店ばかりなので分散になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余裕をもって時間はつくる予定です。

　　８．漫遊行程　＜全行程が徒歩での平地移動です　（ギブアップの場合、随所に逃げ道有り）＞

田畑駅～・・東覚寺（福禄寿）～・・青雲寺（恵比寿）～・・修性院（布袋尊）～・・天王寺（毘沙門天）

～・・長安寺（寿老人）～・・護国院（大黒天）～・・弁天堂（弁財天　＜全行程　約７キロ程度＞

　＃＃＃今回めぐる七福神は、２カ所を除いて本堂内に鎮座していて、元旦から１０日迄の特別

　　　　　　　　　＜参考＞戸塚から乗車の方は、９時０３分発（千葉行き）の先頭車両に乗車して車内合流

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご　案　内　で　す　＊＊＊

　　年明け早々に行います。日程をお間違いのないようにご注意ねがいます。

　　１．実　施　日　　　　平成２６年　１　月　６　日　（月） （雨天中止）

    ２, 行き先　　　　谷中七福神巡り　（田端駅起点・・・～～・・・上野公園まで）

　　　　　　　　　　お正月恒例にしている七福神めぐりですが、今回の企画は江戸時代にさかのぼる

　　　　　　　　　　日本で一番古くから行われているスペシャル・コース七福神めぐりです。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（　全員、１人当たり　）

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅改札前・・・午前　９時　（9:07千葉行きの先頭車両に乗車)

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1３／12／１０
たび企画No.２２ 発行<実行委員会>



ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1４／３／1１
たび企画No.２３ 発行<実行委員会>

　　２．行 き 先　　　『神奈川県立・生命の星　地球博物館』　と　小田原城公園

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　３年前の大震災の折に実施できなかったお花見＋ＯＮＥの幻企画を改めて・・・

　　　 ＜参考＞戸塚から乗車の方は8時５４分発（小田原行き）のホーム先頭で、東戸塚（乗換）と合流

　　６．キップ購入（各自）　　ＪＲ東戸塚（または戸塚）～～小田原駅まで　（Suia可）

　　４．参　加　費　　　￥４００　（全員、１人当たり　）　　　　　＜博物館の入館料（シルバー）￥１００を含む＞

　　５．集　　合

　　　　　　地球博物館は箱根登山鉄道の「入生田駅」すぐの所にあります。箱根の行き・帰りに

　　　　　　たいていは素通りしていますが、なかなかどうして、見応えのあるＭmuseumですヨ！

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご 案　内で　す　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成２６年　４　月　４　日　（金） （小雨程度なら実施）

注意
　　集合時刻がいつもより少し早いです。どうぞお間違えないように・・・！

【前回の報告】
１月６日は吉例行事の『谷中七福神めぐり』をしました。　　参加者は総勢４５名。　過去
最高のご参加数で嬉しい悲鳴です。　（井戸端会議メンバーは２７名でした）

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

ご参加くださる皆様へ
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　　　　　　　　　　　小田原城公園（お堀の赤い橋）から駅までは徒歩約１０分程度です。

　　　　　　　　　　　見学時間は現地判断としますが、そのあと、中庭で昼食タイムにする予定

　　　　　　　　　　　箱根登山鉄道で戻りは箱根板橋下車。　小田原市内には桜並木の素敵な

　　　　　　　　　　　通りがありますので、そこを散策しながら小田原公園（桜まつり）に行きます。

　　東戸塚駅改札前・・・午前8時40分　　　　（8:47大船行きの先頭車両に乗車)

　　　　　　　　　　　お城の見物などは、概ねＰＭ2時予定の現地解散後にＦreeとする予定。

　  ７．持参する物　　お弁当、飲物（必須）、雨具、健康保険証、敷物

　　８．漫遊行程　＜全行程が徒歩で平地移動　のんびり約４キロ程度です＞

　　　　「漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ」をお持ち帰りしている方は必ず持参のこと

　　　　　　　　　　　総括的な案内説明（ガイダンス）を受けてから館内自由見学。

　　　　　　　　　先に「地球博物館」に直行。（小田原乗換で箱根登山鉄道「入生田」駅下車）



　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）　　　　＜交通費は、その都度　各自で＞

ご参加くださる皆様へ 　　＃＃＃お荷物はディバッグ（小リュック）で、両手はＦreeに・・・！
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　　　　　　　　　　　　　（地下鉄ブルーライン）　　　　　　　　　　　　　　　　　（相模大野で乗り換え）

【前回の報告】
４月４日は『地球博と小田原』。　お花見は最高のコンデション。　地球博は初めての方が
多かったでしょうが如何でしたか？　参加者は総勢１９名（井戸端会議メンバーは１２名）

でした。

　　　　　　　　　＜参考＞　東戸塚から電車の場合は、8:42発またはそれよりも前の電車で・・・。

　　６．キップ購入　戸塚～湘南台（敬老パス扱い）／湘南台～小田急相模原（　Suia可）

　　　　　　　　　　　　　　　バス利用は、道路渋滞で遅刻ということがないようにご注意を。

　　　　　　帰ってきます。　（このバスは敬老パスは使えませんので要注意！）

　  ７．持参する物　　お弁当、飲物（必須）、雨具、敷物、健康保険証、 敬老パス

　　８．漫遊行程＜全行程が徒歩での平地移動／但し１時間以上歩きます。履物は歩きに適したものを＞

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1４／６／１０
たび企画No.２４、 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事 の ご　案　内（今月）　で　す　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成２６年　６　月　２４　日　（火） （小雨程度なら実施）

　　２．行 き 先　　　神奈川県立「相模原公園」　＆　相模原市立「相模原麻溝公園」

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

私たちの住んでいる戸塚エリアから、身近な所にこんな素敵な公園が！

　　５．集　　合 　　　戸塚駅＜地下の＞ＪＲ改札前・・・・午前９時

　集合の場所がいつもと違います。どうぞお間違えのないように！

　　　　　　　　　「漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ」をお持ち帰りされている方は必ず持参してください。

　　　　　・「戸塚駅」から地下鉄ブルーラインに乗りますが、目的地までに三回の乗換があります。

　　　　　　迷子にならないよう気をつけてください。

注意

　　　　・小田急相模原駅から北西にまっすぐ、約２ｋｍ商店街を歩き、更に快適な緑道を約２ｋｍ歩いて

　　　　　公園エリアです。　アジサイ、ハナショウブなどの季節の花と、がを増した緑が皆さんを迎えてくれる

　　　　　　でしょう。　弁当の事前準備を忘れないようにお願いします。

　　　　　　園地の中での行動は、その都度ご案内します。帰路は公園から直接バスで相模大野に出て



　

　

注意

　　　　　　　　　　　（キップ購入は　小田原まで）

　　　　　　　園内散策、鑑賞、見学を除いた徒歩移動の時間は、合計でおおよそ１時間程度です。

　　　　　小田原駅＝＝（バス）＝＝仙石案内所（停）・・・・湿生花園（園内散策・鑑賞）＜自由昼食＞

　　　　　・・・仙石高原＜すすき原＞・・・（バス停）仙石高原＝＝（バス）＝＝（停）白百合台・・・

　　　　 ・・・箱根ビジターセンター（見学）・・・・桃源台（バス停）＝＝（バス）＝＝小田原駅

ご参加くださる皆様へ 　　＃＃＃お荷物はディバッグ（小リュック）で、両手はＦreeに・・・！

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　  ７．持参する物　　お弁当、飲物（必須）、　雨具、敷物、健康保険証、
「漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ」をお持ち帰りされている方は必ず持参してください。

　　８．漫遊行程　＜多少は緩い坂道、非舗装道なども歩きます。履物は歩き慣れたもので・・・＞

 集合の時刻がいつもと違います。どうぞお間違えのないように！

　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　４．参　加　費　　　￥８００　（湿生花園の団体入園料を含む）

　　５．集　　合 　　　東戸塚駅改札前・・・・午前８時１５分　（8:24久里浜行に乗車）

　　　　　　　　　　　　　　　　「戸塚」からの方は　8:30熱海行　＜先頭車両／東戸塚組も乗換ます＞

　　６．キップ購入　　当日の電車・バスは全部で　Suica　/　PASMOが使えます。（各自）

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1４／９／９
たび企画No.２５ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　　今月実施の確定ご案内！猛暑は何とか乗り切りました。元気に行きましょう。

　　２．行 き 先　　　箱根・湿生花園と仙石高原　（季節の花々とススキ原）

　　１．実　施　日　　　　平成　２６年　９　月　２９　日　（月） （雨天中止）

　　　　箱根は”飽きるほど行っている”ひとと、”何時でも行けるからと、意外に行っていない”

　　　　ひとに分かれます。温泉＆グルメ観光とは一味違う箱根の秋の風情を探してみましょう。



（雨天中止）

　

注意

　　柴又七福神　　詳細は１２月９日の「男の井戸端会議」でご案内いたします。

　　　②山歩きしたい方は稲荷山ｺｰｽへ

　　通学・出勤の時間帯の混雑で、分散乗車になるので、単独行動にならないよう！

 集合の時刻がいつもと違います。どうぞお間違えのないように！

［前回（2/29）の記録］＜箱根・湿生花園ほか＞井戸端ﾒﾝﾊﾞｰ：１５/他：９（男性ｹﾞｽﾄ２/女性ｹﾞｽﾄ５/家族２）計２４

【新年恒例の「七福神めぐり」】日程のお知らせ・・・平成２７年１月５日（月）

　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

平成２６年　〆の漫遊たびは見事な紅葉！　確定情報の最終ご案内です。

　　高尾山口・・・ケーブルカー山麓駅＝＝＝山上駅・・・（１号路）・・・薬王院・・・高尾山頂（昼食）

　　　　　　　　　カーは券売機でキップ購入です。（支払いはSuica等OK）

　  ７．持参する物　弁当、副食物、飲物、雨具、敷物、健康保険証、双眼鏡（あれば）

「漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ」をお持ち帰りされている方は必ず持参してください。

　　８．漫遊行程　　　＜山道歩きをしたい方は、足拵えをそれなりにしっかりと・・・軽登山靴など＞

　　　　往路は全部が舗装路です。緩い登り傾斜と階段あり。ゆっくりペースで山頂まで頑張りましょう。

　　　　　　　川崎＝⇒分倍河原／（乗換）＝⇒（京王線）＝⇒高尾山口（ﾀｶｵｻﾝｸﾞﾁ）　下車

　　　＊「戸塚」からの方は、８：０５発（東京行）で川崎下車、／《乗換》南武線（立川行）ホーム

　　　　　　　　　　　　　　　　「戸塚」からの方は　8:30熱海行　＜先頭車両／東戸塚組も乗換ます＞

　　６．キップ購入　電車の区間はSuica、PASMO使えますが高尾山ケーブル

　　５．集　　合 　　　東戸塚駅　改札前・・・・午前７時５０分　（8:０4千葉行に乗車）

【特記事項】このご案内ＮＥＷＳは携行してください。下欄の世話人電話番号をご活用ねがいます。

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1４／１１／１１
たび企画No.２６ 発行<実行委員会>

　 １．実　施　日　　　　平成　２６年　１２　月　１　日　（月）

　　　東戸塚＝⇒横浜／（東海道線に乗換）＝⇒川崎／（南武線に乗換）＜立川行きホーム＞

　　　　　の最先頭部で東戸塚から乗車組と合流する。

　　  川崎発　8:34（始発立川行き）に乗車します。（立川行きホームで、先発電車を２本見送ります）

ご参加くださる皆様へ 　　＃＃＃お荷物はディバッグ（小リュック）で、両手はＦreeに・・・！

　　２．行 き 先　　　高尾山　５９９ｍ（最近は国際的観光地に大出世しました）

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００

　　　下山ルートは随意選択制とします～～①往路をそのまま引き返すコースで山を下ります。



　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

ご参拝用に”賽銭”をご準備願います。　＜註＞昼食＊

【前回の報告】
１２月１日　「高尾山」を実施いたしました。　雨の中、戸塚出発でしたが高尾に着いてか
らは傘のお世話にならず、山道歩きの４号路でくだってきました。　（参加者：１０名　＜

うちguest2>

ご参加くださる皆様へ 

　　８．漫遊行程　＜全行程が徒歩での平地移動です。　全歩行行程は約４Ｋｍ＞

　高砂駅～・・観蔵寺（寿老人）～・・良観寺（布袋尊）～・・真勝院（弁財天）～・・題経寺【帝釈天】

　（毘沙門天）～・・満福寺（福禄寿）～・・宝生院（大黒天）～・・医王寺（恵比寿天）

　　なお、道中には「とらさん」ゆかりのスポットなどもあるので、寄り道を予定しています。

　　　　　　　　　　　　（＊）食事は帝釈天参道付近の食事処に適宜分散して入って頂くこととします。

＃＃過去の「七福神めぐり」の経験から、いわゆる”お正月気分”が抜けないうちでないと

　　　福の神様に出会うことが出来ないことが判りました。　そういう訳で早い時期に日取り

　　　の設定となりましたが、新しい年の平穏と健康を祈願して参りましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（　全員、１人当たり　）

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅改札前・・・午前　９時　（9:07千葉行きの先頭車両に乗車)

　　　　　　　　　　今回の企画は、映画『男はつらいよ』の舞台・柴又帝釈天の界隈を巡るコースです。

　　　　　　　　　　人気スポットですから、かなりのにぎわいの中を歩くことになるでしょう。

　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　　　　　　　＜参考＞戸塚から乗車の方は、９時０３分発（千葉行き）の先頭車両に乗車して車内合流

　　６．キップ購入（各自）　　ＪＲ東戸塚（または戸塚）～横浜まで＜乗換／京急～都営地下鉄～京成高砂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ SuicaまたはPASMOをお持ちでない方は、横浜で「京成高砂」まで購入する）

　  ７．持参する物　　　飲物　&　嗜好品、雨具、健康保険証、「漫遊バンダナ」

    ２, 行き先　　　　柴又七福神巡り　（京成・高砂駅～・・・）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1４／12／9
たび企画No.２７ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご　案　内　で　す　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成２７年　１　月　５　日　（月） （雨天決行）

　年明け早々、吉例の七福神めぐりです。日程をお間違いのないように・・・



ご参加くださる皆様へ 
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道一杯に広がらないようにしましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】
１月５日（月）恒例となった「七福神めぐり」、今年は柴又に行きました。　好天にも恵ま
れて一緒に今年の好運を祈願した美男は２４、美女１３、うち井戸端メンバーは２２名でし
た。

　　６．キップ購入（各自）　　ＪＲ東戸塚（または戸塚）～～～田浦

　  ７．持参する物　　　昼食＊（弁当）、飲物　&　嗜好品、雨具、敷物、健康保険証

「漫遊バンダナ」

　　　　　　　　　＊弁当は必ず持参してください。　＜梅園の草っ原で食事します＞

　　８．漫遊行程　＜スニーカ等の歩き易い履物で。　今回は約３時間歩きます＞

　　　　　　ＪＲ田浦駅　⇒⇒⇒　田浦 梅の里（散策のあと、少し早めの昼食かも）　⇒⇒

　　　　　　　・・・　塚山公園（三浦按針塚）　・・・　ＪＲ田浦駅　～　戸塚、東戸塚

　　　　　　　　　　　　＊戸塚から乗車の方は、9:14発の最後尾車両に乗車で合流

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご　案　内　で　す　＊＊＊

　　　早春の梅の郷（さと）を訪ねてウオーキングしましょう。

　　１．実　施　日　　　　平成２７年　３　月　６　日　（金） （雨天中止）

    ２, 行き先　　　　田浦梅の里（田浦梅林）～安針塚（塚山公園）　＜横須賀市＞

　　　神奈川県の花の名所！　2700本の白梅・紅梅が迎えてくれる梅まつりは３月中旬まで。

　　　梅の樹の根本には水仙も咲き乱れています。少し足を延ばして按針塚にも行ってみましょう。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（　全員、１人当たり　）

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅改札前　　午前　９時　　　（9:10発　逗子行き乗車)

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '15／2／10
たび企画No.２８ 発行<実行委員会>



　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道一杯に広がらないようにしましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

注意　通学・通勤時間帯です。　分散乗車になりますので、乗り換えではぐれないように各自注意！

　　集合の時刻がいつもと違います。お間違えのないように・・・！

【前回の報告】
３月６日、田浦梅林＆按針塚　参加者総数２７名。　うちゲストは７名。　梅は見頃で水仙
もきれいに咲いていました。　後半の按針塚に行ったのは１５名に減りましたが、皆さん元
気です。

ご参加くださる皆様へお願い！  ＜身の安全対策～～両手が使えるように荷物は小リュックで＞

　　　　　　　②　山歩きコースの下山は「稲荷山ｺｰｽ」で。　（山頂～ｹｰﾌﾞﾙ山麓駅・・・約１時間半）

　　　のホーム最先頭部で東戸塚から乗車組と合流。＜8:34立川行きに乗車＞

　　６．キップ購入　　電車の区間は　Suia　/　PASMO使えます。　高尾山ケーブルカーは

　　　　　　　　　　　　　券売機で各自キップ購入（Suia等での支払いはＯＫ）

　　　　＜往路参考＞川崎　⇒　分倍河原／（乗換）　⇒　（京王線）　⇒　高尾山口（ﾀｶｵｻﾝｸﾞﾁ）⇒ケーブルカー

　  ７．持参する物　　昼食＊（弁当）　飲物 & 嗜好品、雨具、敷物、健康保険証、

　　　　双眼鏡（あれば）、漫遊バンダナ（持ち帰っている方）

　　　　　　　　　＊弁当は必ず持参してください。

　　８．漫遊行程　＜山道歩きコースと観光散策コースを選択して頂きます＞　足拵えは適切なものを・・・

　　　　　　　　　往路は全部舗装路です。緩い登り傾斜と階段がある。ゆっくりペースで山頂まで頑張ろう！

　　　　　　　 　高尾山口・・・ケーブルカー山麓駅＝＊＝山上駅・・・(１号路)・・・薬王院・・・

　　　　　　　　　　　　　　下山ルートは随意選択制にします～～　①　往路をそのまま逆ルートで山を降ります。

               高尾山頂(昼食)

　＊「戸塚」からの方は、東海道線（8:05小金井行）で川崎下車／《乗換》南武線（立川行）

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご 案　内で　す　＊＊＊
　前回実施した折は、あいにくの天候懸念で「自主的中止」の方が多く、再企画の

ご要望を多数いただきましたので、今度は新緑に季節を変えて実施することに・・

　　１．実　施　日　　　　平成２７年　５　月　１１　日　（月） （荒天中止）

　　２．行 き 先　　　高尾山　（599m)　＜昨今では国際的観光スポットに・・・＞

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員、１人当たり　）

　　５．集　　合 　　東戸塚駅改札前　午前8時00分　　　　（8:04 上総一宮行に乗車)

　　　　　東戸塚⇒横浜／ （東海道線に乗換） ⇒川崎／＜南武線（立川行き）のホームへ＞

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1５／４／1４
たび企画No.２９ 発行<実行委員会>



　　　　　　（単品購入で）お楽しみください。

　　・・・　熱中症の予防に　各自で充分ご配慮ください　・・・

　　＃迷子（おとな）になったら、上記の携帯電話に・・・・。（この漫遊ＮＥＷＳも携行品に）

　参考　水族館に興味が無い方は、他の乗り物などのアトラクションを

　 ７．持参する物　　「敬老パス」保持者は忘れないこと（シーサイドラインでも

　　　　　《昼食》　いろんな種類のお店が沢山あります（シニア割引も）ので、外食でも？

　　　　　　　　　　　　　なお、弁当持参なら、場所の心配はありませんから　どうぞ・・・

　　　　　　　その他：　飲み物、健康保険証、雨具、虫よけ（刺され）薬、日除け帽等、ｻﾝｸﾞﾗｽ、

　　　　　　　　　　　漫遊バンダナ

　 ８．漫遊行程
　　　　　　　往路は：　上大岡→（京急）→杉田・・・＜徒歩＞・・・新杉田→（シーサイドライン）→八景島

　　　　　　　入島料は￥０　／　アジサイとバラと、アクアミュージアム＋アトラクションを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お得なシニア・ワンデーパス（￥1800)で楽しむ一日です。

　

                               使います）　　　

　　６．キップ購入　「杉田」まで。　　（　Suia　/　PASMO使えます）　　￥１６０（１５４）

ちょうど「あじさい祭り」の真っ最中です。シルバーのお財布にやさしい特典がある

ので上手に楽しみましょう。延々アジサイ道とバラ園の満開を予約してあります。

　　２．行 き 先　　　横浜　・　八景島シーパラダイス

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）

　　５．集　　合 　　　午前8時30分　東戸塚駅東口⓹バスのりば付近（西武１階入り口前）

　　　　　　　　　＊戸塚から参加者は・・・午前９時１０フン京急線「上大岡駅」下り①②ホームに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横須賀線寄りの階段で上がった処付近（東戸塚組と合流）

（小雨なら実施）　１．実　施　日　　　　平成２７年　６　月　１５　日　（月）

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1５／６／９
たび企画No.３０ 発行<実行委員会>



　  ７．持参する物　　昼食（弁当）、飲み物　、　雨具、敷物、健康保険証、 漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ

　　　　＜三崎口で弁当調達は考えないでください～事前に準備＞

　　８．漫遊行程　歩行程は計２時間程度。歩き易いスニーカ等の履物で・・・・・。

①　三崎口　～　＜バス＞　～　引橋　（二ﾂ目バス停）

・・・熱中症の予防に　各自で充分ご配慮ください・・・

　　＃迷子（おとな）になったら、上記の携帯電話に・・・・。（この漫遊ＮＥＷＳも携行品に）

③　小網代湾の干潟が見えるテラスで休憩（昼食）　～　干潟へ

④　「小網代の森」の終着地（出口）から１０分ほどで小網代湾（漁港）

⓹　１０分ほどでバス通りに出ると、油壷（海岸）まではすぐです。

⑥　油壷　～　＜バス＞　～　三崎口駅

注意　＃＃車道沿いを歩くときはバス等の通行車両に充分注意をして下さい。

　　４．参　加　費　　　￥3００　（全員／１人）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1５／９／８
たび企画No.３１ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　　１．実　施　日　　　　平成 　２７　年 　９　月　２８　日　（月） （小雨なら実施）

　　２．行 き 先　　　小網代の森　（三浦市）　～～　油壷

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者）

②　徒歩５分で『小網代の森』入口　～～～　＜遊歩道を散策　約６０分＞

　　５．集　　合 　　　午前９時　東戸塚駅東口⓹バスのりば付近（西武１階入り口前）

　　　　　　　　　　　　　　　　＊戸塚から参加者・・・９時４０分（京急）上大岡駅　下り①②ホーム

　　　　　　　　　　　　　　　横須賀線寄りの階段をホームに上がった処の付近（東戸塚組と合流）

　　６．キップ購入　　上大岡　→　三崎口　　（　Suia　/　PASMO使えます）



ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1５／１１／１０
たび企画No.３２ 発行<実行委員会>

　　２．行 き 先　　　奥湯河原～万葉公園（ハイキング・コース）　・・・　（足湯付き）

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者）

　　４．参　加　費　　　￥3００　（全員／１人）

　　５．集　　合 　　　午前８時　東戸塚駅（改札前）　　＜8:04 久里浜行き＞

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

県内屈指の紅葉名所です（予約済み）。但し、苦有れば・・・その先に・・・楽あり

　　１．実　施　日　　　　平成 　２７年 　１１　月　３０日　（月） （雨天中止）

　　　　健康保険証、 漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ、ハイキング杖（ストック）があれば便利。
　　　　＊履物：　山中の林道（非舗装）歩きに適した軽登山靴などがお勧め（底の平たい靴は不可）

　　　　＊荷物はデイバッグなどで背負い、両手はＦｒｅｅの状態で歩けるように・・・
　　　　＊足湯に入る（希望者）方は、履き物入れの袋（ﾚｼﾞ袋等）と足拭きタオルを準備してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　＊戸塚から参加者・・・８時１８分（東海道線下り熱海行き）乗車に向けて
　　　　　　　　　　　　　　　ホームの大船寄り前方で＜東戸塚組＞と合流

　　６．キップ購入　　東戸塚（戸塚）　→　湯河原

　  ７．持参する物　　昼食（弁当）、飲み物　、　副食・嗜好品、雨具、敷物、

②　バス停～（車道だらだら登り）約１０分～パークウエーＧａｔe　　紅葉の山容を眺望
③　もみじの郷ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽに入る＜核心部＞（ガンバって登りきると、園地で昼食）
④　あとは概ね下りですが、急な坂道の個所もあります。充分注意して・・・
⓹　『独歩の湯』（足湯の公園）でハシゴ湯すれば疲れもスッキリ！・・・・\250
⑥　万葉公園の「文学の小径」散策しながらバス停へ～（バス）～湯河原駅

　　８．漫遊行程　　　　　過去に実施した”漫遊たび”では無かったような、連続４０分～１時間の

　　　　　　　　　　　　　　上り坂歩きがあるハイキングコースです。　今回は、素晴らしい紅葉を

　　　　　　　　　　　　　　満喫するためならがんばってみようという方のためのプランです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全行程　約６キロ）

①　湯河原駅　～　（バス）　～　奥湯河原　　　＜乗車２２分　バス代　￥310＞

注意　＃＃車道沿いを歩くときはバス等の通行車両に充分注意をして下さい。

・・・汗をかくので、水分補給の準備は必須です・・・

　　＃迷子（おとな）になったら、上記の携帯電話に・・・・。（この漫遊ＮＥＷＳも携行品に）



男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

　　　年明け早々、吉例の七福神めぐりです。　回を重ねること七度目になりました。

　　１．実　施　日　　　　平成２８年　１月　４日　（月） （小雨決行）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '15／12／8
たび企画No.３３ 発行<実行委員会>

　　５．集　　合　　　東戸塚駅改札前・・・午前９時（9:11発湘南新宿ラインに乗る）最後部

　　　　　　＜参考＞戸塚から乗車の方は、９時０７分発（湘南新宿ライン小金井行き）の最後部
　　　　　　　　　　　　　　　　１～２輌に乗車して、東戸塚からの乗車組と車内で合流しましょう。

　　６．乗車券（各自）　Suica または PASMO　を必ずご使用ねがいます。
　　　　　　　　　　　　　大勢の参加者が見込まれるので、乗り換え（ＪＲ→ＪＲ⇒地下鉄）が円滑に

　　２．行 き 先　　　東京・港七福神めぐり　（六本木・・・～・・・増上寺）
今回は、東京になる前の江戸時代からお屋敷があった歴史的エリアにある寺社めぐりです。
東京タワー、ミッドタウン、六本木ヒルズなど、今の東京との取り合わせを楽しむ市中散歩。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）
　　４．参　加　費　　　￥３００　（　全員、１人当たり　）

　　８．漫遊行程　＜履きなれた、歩き易い足拵えで・・・。　　全行程は約７Ｋｍ＞

　　　①【布袋尊】久国神社・・・②【福禄寿】天祖神社・・・③【寿老人】櫻田神社
　・・・④【毘沙門天】麻布氷川神社・・・⓹【大黒天】大法寺・・・⑥【宝船】十番
　　　　稲荷神社・・・⑦【恵比寿】熊野神社・・・⑧【弁財天】宝珠院＝⇒増上寺

　*今回は５社２寺の七福神に『宝船』をまつった１神社を加えてめでたく８カ所をめぐります。

　　　　　　　　　　　　　　行動できるよう、ご協力をお願いいたします。＜電車賃概算～往復\1,300＞

　  ７．持ち物　　弁当、飲物&副食・嗜好品、雨具、敷物、健康保険証、「漫遊ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ」

　　　　　　　　　　　　願い事がある方は　ご参拝用に”賽銭”を充分にご準備ねがいます。
　　　　　　　　　　　<注>昼食の弁当などは、行程途中にコンビニなどのお店が点在しますから
　　　　　　　　　　　　　　　現地調達は可能ですが、あるべく前もってご準備をお願いいたします。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　**　往路の電車：東戸塚⇒大崎＜乗換＞（山手線）⇒目黒／＜乗換＞（地下鉄南北線）⇒六本木一丁目

【前回の報告】
１１月３０日「奥湯河原～万葉公園」を実施いたしました。参加者総数２４名（ｹﾞｽﾄ７）いさ
さかハードなウオーキング含みでしたが、紅葉も眺め自然の空気を吸って、〆は足湯で疲れを
癒す。

ご参加くださる皆様へ  
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道では幅一杯に広がることがないように注意しましょう。



ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '16／2/9
たび企画No.３4 発行<実行委員会>

　　２．行 き 先　　　曽我梅林（小田原市）と曽我兄弟ゆかりの地を訪ねます。
「梅まつり」期間中だけ私有地梅農園が解放されます。臨時の売店やトイレなどが設置されますので
梅の花を楽しむタイミングが限られるという事情から、今年はバッチリその期間内で企画しました。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）
　　４．参　加　費　　　￥３００　（　全員、１人当たり　）

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事 の 最 終 ご 案 内　 で す　＊＊＊
　　　春まだし山里の郷（さと）を訪ねてウオーキングしましょう
　　１．実　施　日　　　　平成２８年　２月　１５日　（月） （雨天中止）

　　　　　　　　　　東戸塚ｏｒ戸塚から「下曽我」（御殿場線）まで普通キップを買ってください

　  ７．持参する物　　　昼食＊（弁当）、飲物　&　嗜好品、雨具、敷物、健康保険証
「漫遊バンダナ」

　　　　　　　＊昼食予定の場所付近には期間限定の食堂が一軒あり、利用可能です。

　　８．漫遊行程　＜全行程が徒歩ですがオフロードも多少歩きます。スニーカ等歩き易い履物で＞

　　５．集　　合　　　東戸塚駅改札前　　　　　　　　　　　戸塚駅では・・・９時３０分

　　　　　　　　　　　　　　　・・・午前　９時１５分　　　　　　東海道線下りホーム　大船寄り
　　　　＊戸塚から乗車の方は、東海道線下りのホーム先頭部で東戸塚から乗車（乗換）組と合流上記
　　（電車）東戸塚9:32⇒9:36戸塚/（乗換・東海道線）9:45⇒10:18国府津/（乗換・御殿場線）10:28⇒10:32下曽我（着）

　　６．キップ購入（各自）　Suica　／PASMO　は使用できません（行先がＪＲ東海エリアのため）

【前回の報告】　　１月４日恒例となった「七福神」、今年は「港七福神めぐり」を実施。
好天に恵まれて、ご一行、今年の好運を祈願した美男は２２、美女９、うち井戸端メンバーは
２１名でした。「宝船」を加えた８寺社を廻ったあと、東京タワーに登ったお元気組が１０名
以上も・・・・

ご参加くださる皆様へ  
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道一杯に広がらないようにしましょう。
　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　　　　　下曽我駅　・・・・　宗我神社　・・・・　城前寺（曾我兄弟墓所）　・・・・　

　　　　　　弓張の滝　・・・・　別所梅園＜昼食・散策含む）　・・・・　→帰路へ

　　　　　　　・・・・　「梅の里センター」＜駅前＞　・・・・　下曽我駅
　　　　　　　　（註）別所梅園のほか、行程途中も点在する梅畑を眺めながらのウオーキングです。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。



男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事 の ご　案　内　で　す　＊＊＊
　　　　　　東京湾の潮風を浴びながら春爛漫の海辺ウオーキング

１．実　施　日　　　平成２８年　５　月　１２　日　（木） （雨天中止）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '16／4／12
たび企画No.３５ 発行<実行委員会>

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅改札前　　午前　９時　　　（9:05発久里浜行に乗車)

　　　　　＊戸塚から乗車の方は、上記の電車（9:10戸塚駅発）の①～③号車＜増結車でない方＞で
　　　　　　　　東戸塚乗車組と車内で合流。＜前方の増結車（増１～増４）は逗子で切り離しされます＞

　　６．キップ購入（各自）　　今回は　Suia　/　PASMOが全行程の電車・バスで使えます。

    ２, 行き先　　　　横須賀市　・　海と緑の10,000mプロムナード
ＪＲ横須賀駅から観音崎まで総延長１０Ｋｍ超の『うみかぜの路』のうち、シルバー向きに
良いとこ取りをした（下見して）後半の約５キロを元気いっぱいで歩きましょう！

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）
　　４．参　加　費　　　￥５００　（　全員、１人当たり　）　＜観音崎灯台の見学入館料\200を含む＞

ＪＲ横須賀駅前～～（バス）～～春日神社（停）／・・・（これより徒歩）・・・海辺つり公園
（公園管理事務所）・・・・海辺の散歩道・・・・走水海岸・・・・走水漁港・・・・ﾎﾞｰﾄﾞ・ｳｵｰｸ
・・・・横須賀水道発祥地（Ｐ＆公園）・・・・観音崎（バス終点）・・・観音崎灯台（見学）
・・・・［海上交通センター］（非公開日）・・・・観音崎バス停～～（バス）～～ＪＲ横須賀（駅）

　　　　　　　　　　　　　　　乗車区間は、　東戸塚(戸塚)）⇒横須賀 ／  横須賀市内・京急バス

　  ７．持参する物　　　昼食＊（弁当）、飲物　&　嗜好品、雨具、敷物、健康保険証
「漫遊バンダナ」、サングラス、＜双眼鏡があると楽しみ倍増＞

　　　　　　　　　＊弁当は事前に必ず準備のこと。＜現地調達は１００％不可能です＞

　　８．漫遊行程　＜全行程が徒歩ですがオフロードも多少歩きます。スニーカ等歩き易い履物で＞

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】
２月１５日（月）曾我梅林ほかのウオーキング＆梅見の”たび”は穏やかな好天にも恵まれ、
参加者は総勢２３名でした（井戸端メンバー１７、ゲスト６）／弓張の滝に行く山道はお散歩
の域を超えた、ちょっとしたミニ登山の気分で、渡渉が５回位もありました。
　

ご参加くださる皆様へ 
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道一杯に広がらないようにしましょう。
　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。



ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '16／９／13
たび企画No.36 発行<実行委員会>

　　２．行 き 先　　　日本橋クルーズ（日本橋川～隅田川～東京港　60分コース）
　　　　　お江戸「日本橋」が高速道路に押しつぶされているのが、もしかすると過去の話になるかも
　　　　　水上から眺める東京はまさに感動モノです。おまけは月島のＢ級グルメで昼食、如何でしょうか？？？

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）
　　　　　　（但し、船の定員の都合で、事前に参加の意向調査をさせていただきます）

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事　案　内　（今月）で　す　＊＊＊
　「お江戸日本橋」を起・終点に、船の上から東京の今をガイド付きで探訪します。

 １．実　施　日　　　　平成２８年　９　月　３０　日　（金） （荒天中止）

　　　　　　　　　乗車区間は、（戸塚）東戸塚　⇒　新日本橋　　　（クルーズ船の分は一括で購入します）
　　　　　　　　　　　（クルーズの後）日本橋⇒（地下　鉄・東西線）⇒門前仲町／（大江戸線）⇒月島

　  ７．持参する物　　飲物 & 嗜好品、雨具、健康保険証、漫遊バンダナ、（サングラス）

　　　　『昼食』はお店に入ることにします。　（自由選択）

　　（注意）クルーズ船は屋根無しです。帽子など風に飛ばされない配慮が必要です。

　　４．参　加　費　　　￥２，３００　（全員、１人当たり　）　　　　　＜クルーズ乗船料金￥２０００を含む＞

　　５．集　　合 　　東戸塚駅改札前　午前９時20分　　　　（9:30発成田空港行に乗車)

　　　　　＊戸塚から乗車の方は、上記の電車（9:26戸塚駅発）の＜先頭方２～３両目辺に乗車＞

　　６．キップ購入（各自）　　今回は　Suica　/　PASMOが全行程で使えます。

　　　　　　　　　　　（見学と休息）～・・・・・・⇒帰途へ　＜新橋駅の方面へ＞
　　　　　　　　＊　なお、「隅田川岸テラス・ウオーク」の後、勝鬨橋の付近から新橋駅の方面へ
　　　　　　　　　　　バスを利用して帰途につくこともできます。

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞

　　　　　　水分補給の用意をお願いします。（クルーズ船はトイレがあります）

　　８．漫遊行程　＜当日の行程の後半は川岸テラスと市街地道路歩きです。　スニーカ等歩き易い履物で＞

　　　　①日本橋川～隅田川クルーズ（日本橋のたもとの乗船場からの発・着です）　60分
　　　　②日本橋～（メトロ東西線）～門前仲町＜乗換＞～（大江戸線）～月島【もんじゃ横丁でランチ】
　　　　　　　　＜再集合後＞　・・・佃島・・・佃大橋～＜隅田川岸ﾃﾗｽ・ｳｰｸ～・・・勝鬨橋～『橋の資料館』

　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道一杯に広がらないようにしましょう。
　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。
　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。



御注意
と

お願い

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1６／１１／８
たび企画No.３７ 発行<実行委員会>

　　２．行 き 先　　　等々力渓谷（東京・世田谷区）　～　多摩川堤を散策して・・・・・
　　　等々力渓谷の紅葉は１１月下旬～１２月中旬が見頃、ということですが、果たして今年は？？？
　　　渓谷といっても、それ程大きな規模ではないので、あとは足の向くまま、気の向くままに・・・

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）
　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（am9:11着）

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事　案　内　＜最終＞で　す　＊＊＊
　紅葉の季節、名所はごく近場にもあったんです。東京23区内で紅葉狩り。

　　１．実　施　日　　　　平成２８年　１２　月　２　日　（金） （雨天中止）

　　　　　　　　　　　　　　乗車区間は、（戸塚）東戸塚　⇒　横浜／（乗換）東横線で　⇒　自由が丘／（乗換）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自由が丘　⇒　（東急・大井町線）　⇒　等々力　（下車）

　  ７．持参する物　　弁当（昼食）、飲物　&　嗜好品、　雨具、　敷物、健康保険証、
　　　　　漫遊バンダナ

　　８．漫遊行程　＜市街地道路および河川敷の道歩きです。　スニーカ等歩き易い履物で＞ 歩程７～８キロ

　　５．集　　合 　　東戸塚駅改札前　　　午前9時00分　　　（9:11発　小金井行に乗車)

　　　　　　＊戸塚から乗車の方は、上記の電車（9:07戸塚駅発）の　＜前方　４～５両目あたりに乗車＞

　　６．キップ購入（各自）　　今回は　Suia　/　PASMOが全行程で使えます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「敬老パス」を忘れずに携行のこと

＊いつもお願いしている事ですが、歩行の際には両手が手荷物で塞がることが無い様、デイバッグ

　などを利用して頂くように、今回、特にお願いいたします。　＜事故防止の為＞
＊団体行動が円滑に進められるようにSuia、PASMOの携行にご協力をお願い致します。

【前回の報告】　９月３０日　日本橋クルーズを実施しました。参加者総勢２
９名、うち、ゲスト８。　当初予定では人数制限を考えることは不要な大型船
（定員４０）を目論んでいたのですが、当日の運航船が定数２７ということが
判明したために、一部の参加希望者にお断りをする事態となってしまいまし
た。船の運航計画と”旅”日程の都合が合わない為で、誠に申し訳ありません
でした。

　　　　　　　　　　（東急・大井町線）等々力駅・・・等々力渓谷・・・等々力不動尊・・・野毛公園（古墳）
　　　　　　　　　　　　　～～二子玉川園（昼食）・・・・・・多摩川沿いの散策道・・・・・・二子玉川（駅前）
　　　　　　　　　　　　　・・・・玉川大師（玉眞蜜院）＜四国８８箇所霊場を１０分で巡る＞⇒二子玉川駅
　　　　　　　　　　［帰路は田園都市線・あざみ野駅／～横浜市営地下鉄・横浜／～～東戸塚（戸塚）］

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道一杯に広がらないようにしましょう。
　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。
　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。



御注意
と

お願い

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1６／１２／１３
たび企画No.３８ 発行<実行委員会>

　　２．行 き 先　　　目黒七福神巡り　＜元祖・山手七福神巡り＞
”巡り”の順路で『商売繁盛祈願』コース／『無病息災・長寿祈願』コースの選択があるそうですが、
今回は「無病息災・長寿祈願」コースで歩くことに致しました。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥４００　（全員　１人当たり）　（東京都庭園美術館の入園料を含む）

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事　案　内　＜最終＞で　す　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成　３０　年　１　月　６　日　（土） （雨天中止）

　  ７．持参する物　　弁当（昼食）、飲物　&　嗜好品、　雨具、敷物、健康保険証、
　　　   漫遊バンダナ、免許証等の年齢証明できるもの

　　　　　　　　　　＊＊＊昼食は「東京都庭園美術館」内の芝生広場で予定しています。

　　８．漫遊行程　＜市街地道路歩きです。　スニーカ等歩き易い履物で＞　歩程７～８キロ

　　①覚林寺（毘沙門天）⇒②瑞聖寺（布袋尊）⇒③妙円寺（福禄寿・寿老人）→→東京都庭園美術館

　　５．集　　合 　　東戸塚駅　改札前　午前９時00分　（9:11発 小金井行に乗車）
　　　　　　　　　　　　＊戸塚駅から乗車の方は、上記の電車（9:07）の＜先頭方　１～２両目辺に乗車＞

　　６．キップ購入（各自）　　　Suia　/　PASMO　チャージ残額\2000以上を確認のこと
　　　　　　　乗車区間は、（戸塚）東戸塚⇒大崎／（乗換・山手線）⇒目黒／／（乗換・地下鉄）⇒白金台

【前回の報告】
　１２月２日　穏やかな好天に恵まれて「等々力渓谷～・・・」を実施。参加者総数：１７
（ゲスト：４）　　等々力不動の境内見晴らし台から見下ろす紅葉が見事でした。　　”二子
玉”の変貌に驚いたあとは、「玉川大師」様の地下真っ暗闇の先に四国８８カ所霊場巡りが１
０分で出来るという不思議な体験もすることができました。

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道一杯に広がらないようにしましょう。

　　⇒④大円寺（大黒天）⇒⓹幡竜寺（弁財天）⇒⑥瀧泉寺（恵比寿）＜目黒不動＞
　　　　　　　［帰路は、目黒不動から・・・東急目黒線・不動前駅→（東横線経由）横浜／～～東戸塚（戸塚）

＊いつもお願いしている事ですが、歩行の際には両手が手荷物で塞がることが無い様、デイバッグ

　などを利用して頂くように、今回、特にお願いいたします。　＜事故防止の為＞
＊団体行動が円滑に進められるようにSuia、PASMOの携行にご協力をお願い致します。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。
　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。



男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事　案　内　（最終）で　す　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成２９年　４　月　７　日　（金） （雨天中止）

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '17／３／１４
たび企画No.３９ 発行<実行委員会>

　　４．参　加　費　　　￥７００　（　全員、１人当たり　）　　　　　（森林科学園の入園料を含む）

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅改札前　午前　９時　（9:07発の津田沼行に乗車します)

　　　　　　　＊戸塚から乗車の方は、上記の電車（9:03戸塚駅発）の＜先頭車あたりに乗車＞

　　６．キップ購入（各自）　Suica　／PASMO　チャージ残額\2000以上を確認のこと

　　２．行 き 先　　　多摩森林科学園＆武蔵陵墓地（多摩御陵）
今回の行先はＪＲ中央線の高尾駅から北方に歩いて行けるところです。
桜の時期を選びましたが、全国のいろんなサクラがあって必ずや見ごろの木に会えるでしょう。

後半の立ちより場所は、私たち昭和人にとっては感慨一入というところです。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　　①　多摩森林科学園・・・広大な園地は探索路が山地の地形のままに作られて

　　　　　　　　　　いて、登り、下りの傾斜のある道を散策します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（途中で昼食休憩）

　　　②武蔵陵墓地・・・・　　　（森林科学園から徒歩約１５分）
　　　　　　　　　　　　　　　驚くほどの広さです。細かい玉砂利を敷き詰めた導路の奥に・・・

　　　　　　乗車区間：　（戸塚）東戸塚⇒横浜／（乗換～東海道線）⇒川崎／（乗換～南武線）⇒立川／
　　　　　　　　　　　　　　（乗換～中央線）⇒高尾（下車）

　  ７．持参する物　　　昼食（弁当）は必須、　飲物　&　嗜好品、　雨具、　敷物など

保険証、　漫遊バンダナ、双眼鏡（あれば好都合かも）

　　８．漫遊行程　（ウオーキングに適したスニーカ　などがお勧めです）・・・山地の坂道を歩きます

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。
　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】　　恒例の七福神巡り、ことしは江戸から始まった最古のコース「山手七福
神」を１月６日に実施しました。いつもながらお天気は我々の味方で、参加者はゲスト：１２
名（男１）を含む３４名。　順路は＜無病息災・長寿祈願＞のご利益を預けるというコースを
選んで元気いっぱいに歩いてきました。

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。



ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '17／５／9
たび企画No.４０ 発行<実行委員会>

　　２．行 き 先　　　県立･四季の森公園　＆　里山ガーデン　（横浜市緑区･旭区）
春から　もうすぐ夏へ。　緑かがやき、花々が競い合って季節を謳歌しています。その空気を
吸うだけで元気がもらえるような　・・・、そんなところが意外と近場にありました。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（　全員、１人当たり　）　　　　　　　　＜公園は無料です＞

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事　案　内　（最終）で　す　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成２９年　６　月　２　日　（金） （雨天中止）

　  ７．持参する物　　　昼食（弁当）は必須、　飲物　&　嗜好品、　雨具、　敷物など

保険証、　漫遊バンダナ　／／／敬老パス（対象保持者）

　　８．漫遊行程　＜ウオーキングに適したスニーカ　などがお勧めです＞
　　　①　県立・四季の森公園
　　　　大都会･横浜市内にありながら里山の風情を残した貴重な公園です。

　　５．集　　合 　　　　東戸塚駅　東口交番前　午前　９時　（緑園都市行　9:10　のバスに乗車)

　　　　　＊戸塚駅最寄りの方、戸塚駅東口⑦のりば　「緑園都市」行　８：５３発に乗車～～終点まで

　　６．キップ購入（各自）　　　Suica　/　PASMO　チャージ残額　\2,000程度を確認のこと
　　　　乗車区間：＜ﾊﾞｽ＞東戸塚(戸塚)～緑園都市/(相鉄線)＝鶴ヶ峰/（ﾊﾞｽ）⑦のりば～「公団集会所」

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】４月７日（金）はやっぱり天候に恵まれました。高尾駅から歩いて多摩森林科
学園と武蔵陵墓地に繰り出したのは総数２５名（井戸端ﾒﾝﾊﾞｰ15、ｹﾞｽﾄ　女性９、男性１）。
今年は桜の時期の遅れ気味が幸いしてソメイヨシノ満開。山地の散策路は絶好の森林浴でし
た。大正・昭和の天皇･皇后両陛下の陵墓は荘厳な杉林の奥に。皆さんそれぞれの想いをこめ
て神妙に拝礼をいたしました。
　

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。
　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　　　②　里山ガーデン
　　　　旭区にあるズーラシアの北側で、「横浜動物の森･植物公園」の予定エリアですが、
　　　　　　3月25日～6月4日の会期で開催の『全国都市緑化よこはまフェア』のメイン会場の一つとして
　　　　　　整備された、出来立てホヤホヤの花と緑いっぱいの植物公園です。



男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '17／９／12
たび企画No.４１ 発行<実行委員会>

　　　　せんが、予めご承知おきください。

金谷港･･（徒歩）･･鋸山ﾛｰﾌﾟｳｴｰ山麓駅～～山頂駅･･･山頂駅展望台･･･西口管理所（入口）･･＝

　　６．キップ購入　上大岡までは各自負担でお願いします（敬老パスor　Suica等）

＊＊＊　次　回　の　行　事　案　内　（最終）で　す　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成２９年　９　月　２６　日　（火） （荒天中止）

　　２．行 き 先　　　鋸　　山　（のこぎりやま）・日本寺（にほんじ）　園　地　探　訪　＜千葉県＞

　“漫遊たび”が初めて千葉県にくり出します。　山地のハイキング･コースは経験ある方が

居られるかもしれませんが、シルバー向きの散策と見物を楽しむコースにしました。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥４，０００　（全･　１人当たり　）＜京急線（電車・バス）、フェリー、ロープウエー、観覧料含む＞

　　５．集　　合 　　東戸塚駅東口バスのりば⑤　午前８時　（上大岡行　８:11　のバスに乗車)

　　　　　＊戸塚駅最寄りの方は（市営地下鉄利用で）、京急・上大岡駅改札前　８：45　に集合して下さい

　　　　　　＊＊上大岡から先の交通費・観覧料等は世話人が一括で購入します。
　　　　のりもの区間：＜ﾊﾞｽ＞東戸塚～上大岡／＜京急＞＝＝京急久里浜／＜ﾊﾞｽ＞～～ﾌｪﾘｰのりば

　　　　　　　　　＜ﾌｪﾘｰ＞久里浜＝～＝金谷　／･･･（徒歩）･･･／《鋸山ロープウエー》

　  ７．持参する物　　昼食（弁当）は必須、飲物　&　嗜好品、　雨具、　敷物など、保険証、

　　　漫遊バンダナ、敬老パス（対象保持者）

　　ストック（杖）は有効です。　双眼鏡があれば楽しみ倍増！

　　８．漫遊行程　＜ウォーキングに適したスニーカ　などがお勧めです＞
　　鋸山ロープウエーを降りた先、今回散策するエリアは全て「日本寺」の境内です。全体的に階段の

　　　登り降りが多くて、脚力に不安がある方にはコースの一部を割愛して頂くことになるかも知れま

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　（日本寺･薬師本殿への立ち寄りは、当日の状況により　Sub-route　とします）

【前回の報告】
　６月２日（金）「県立･四季の森公園　＆　里山ガーデン」参加者　全３１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（井戸端メンバー19）

訪れた場所は両方とも横浜市内に残る貴重な自然を地形ともども利用した
公園で、折から開催中の緑化ﾌｪｱ見物と併せてウォーキングを楽しみました。

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。

･･･百尺観音＝･･･＝･･･地獄のぞき･･･＝･･･＝･･･大仏広場（石大仏）－-－-－･･･＝･･･西口管理所



＊

神奈川の宝である薬師如来様に健康祈念をしてから、紅葉に囲まれてウォーキング。

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '17／１１／1４
たび企画No.４２ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　次　回　の　行　事　案　内　（最終）で　す　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成２９年　１２　月　１　日　（金） （雨天中止）

　　２．行 き 先　　　日向薬師（参拝）～広沢寺温泉口　　紅葉狩りウォーキング

日向薬師（本堂）は350年ぶりに６年間をかけた平成大修理が昨年完成しました。

　　８．漫遊行程

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）

　　５．集　　合 　　東戸塚駅東口バスのりば②　am８：４５　（緑園都市行　８:56　のバスに乗車)

（参考）戸塚駅東口⑦am8:33発の緑園都市行バスに乗ると、am9:00に緑園都市駅に着きます。

　　６．キップ購入　　　Suica　／PASMO　＜チャージ残確認　\2000＞　　　&　敬老パス
　　　　のりもの区間：＜ﾊﾞｽ＞東戸塚～緑園都市／＜相鉄＞＝海老名(乗換)＝＜小田急＞伊勢原／

　　　　　　　　　　＜バス＞伊勢原～日向薬師

　  ７．持参する物　　昼食（弁当）は必須、飲物　&　嗜好品、　雨具、　敷物など、保険証、

　　　漫遊バンダナ、敬老パス（対象保持者）、　ストック（ウォーキング杖）は有効

履き物は、軽登山靴があれば推奨、街中用の平底の靴は避けてください。

　①　日向薬師(バス停)・・・⇒　日向薬師本堂(宝城坊)　　＜仁王門までに階段約300段＞

　②　本堂隣接の宝物殿の裏手に回って林道に出ると、あとは下り道の「薬師林道」です。

　　　途中の『七沢展望台』＜厚木市内を遠望できる＞付近で昼食。緩やかに下りながら

　　　村中山観音寺を経て、更に、行列ができる山奥ラーメン店＜ZUND－BAR＞を横目に見て、

　　　　「広沢寺温泉入口」バス停に着く。　＜歩行程のみで、約２時間＞

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】
　９月２６日（火）「鋸山」（千葉県）に行きました。参加者　全１６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（井戸端メンバー11名）
　初めて本格船旅?込みでした。着いた処はお寺の境内歩きですが、階段が多くて
　シルバーご一行にはちょっと厳しいところでした・・・ネ～～！

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。

　③　帰路は、バスで本厚木駅に出ます。



男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '17／１２／１２
たび企画No.４３ 発行<実行委員会>

　　　　　　戸塚駅から乗車の方は、上り横須賀総武快速線9:12発です。大船寄り最後部に乗車。東戸塚組と車内で合流。

＊＊＊　次　回　は　年　始　恒　例　行　事　で　す　（最終ご案内）　＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成　３０　年　１　月　６　日　（土） （雨天中止）

　　２．行 き 先　　　亀戸天神　～「亀戸七福神めぐり」　～東京スカイツリータウン
                         （順路は下記の予定）

今回は、東京都江東区亀戸の比較的に狭いエリアに点在する神社・仏閣をめぐります。　

全部の行程でスカイツリーを眺めながらのウォーキングになるでしょう。（行程；約２時間）

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）

　　５．集　　合 　　東戸塚駅　改札前　午前９時　（9:16発の君津行に乗車　戸塚寄りの最後部）

＜弁当を持参しても食事する場所がありませんので、今回は外食（お店で･･･）とします＞

　　６．キップ購入　　　Suica　／PASMO　＜チャージ残額確認　\2000＞

　　　　　　　＜往路＞東戸塚～錦糸町／（乗継・各駅停車総武線）～亀戸／（乗換）一旦改札出る

　　　　　　　　　　　亀戸（東武・亀戸線）～亀戸水神（下車）

　  ７．持参する物　　飲物　&　嗜好品、　雨具、保険証、 漫遊バンダナ

　　　    お賽銭用に大ゼニor小ゼニ

＊＊＊昼食のこと：　今回は、全行程が終了したあとで“昼食”とします。

　　　　　　各自でお好きな店が選べる場所に着いた処で、一旦解散とする予定です。

　　８．漫遊行程
　亀戸水神駅～～常光寺（寿老人）～～東覚寺（弁財天）～～香取神社（恵比寿・大黒神）～

　～～普門院（毘沙門天）～～＜亀戸天神＞～～天祖神社（福禄寿）～～竜眼寺（布袋尊）

　このあと、スカイツリー・タウンまで足を延ばして、昼食の場所を物色します。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】
　12月１日（金）日向薬師～紅葉ウォーキング。薬師さまの周辺はまさに紅葉が
　真っ盛りでした。バックを青空に･･･の予約を忘れていたのが悔やまれる処。
　　参加者は総勢１７（井戸端ﾒﾝﾊﾞｰ　11）、約300段のカイダンは一気登りではない
　ので、皆さんだいじょうぶでした。横目に見て通り過ぎる予定の<ZUND-BAR>という
　行列ができる奥地のラーメン店に、大挙して立ち寄ることになるハップニング。
　風が無くて穏やかな一日を、紅葉狩り・森林浴で楽しんできました。

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。



　

　　横浜の、由緒ある潤いの森は桜の名所でもあります。更に足を延ばして、普段とは少し

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '18／３／１３
たび企画No.４４ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊　お　花　見　ウ　ォ　ー　キ　ン　グ　で　す（最終ご案内）　＊＊＊

　　２．行　き　先　　　　根岸森林公園　～～　本牧山頂公園　(横浜市中区)

　　１．実　施　日　　　　平成　３０　年　４　月　６　日　（金） （雨天中止）

　  ７．持参する物　　弁当（昼食）＊　　飲物　&　嗜好品、　　雨具、　保険証、　 敷物

　　　横浜市敬老パス　　漫遊バンダナ　　＜飲料水の携行は必須です＞＊

違う景観の住宅地を抜けて、本牧の比較的新しい公園では横浜で生まれた新種の桜の

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）

　　５．集　　合 　　東戸塚駅　改札前　午前９時　（9:06発の久里浜行に乗車　大船寄り増３号車辺）

　　　　　　　　　　　　　戸塚駅から乗車の方は、9:10発横須賀線、（又は大船駅の根岸線ホームでの合流も可）

　　原木を見られます。

　　６．キップ購入　　　Suica　／PASMO　＜チャージ残額確認　\2000＞

　　　　　　　　　　　　　　＜往路＞東戸塚～～大船（乗換）／根岸線～～　根岸駅（下車）

＊昼食など：　街中歩きですが、途中にコンビニ、お店の類は全くありません。

　　　　　　　　　必ず、事前に準備して持参してください。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】
　１月６日（土）新春恒例の行事「亀戸七福神めぐり」を実施いたしました。
　今年も好天のもとで、おまけの「亀戸天神」にも詣でて、最後は「東京ス
　カイ・ツリー」の真下で解散。そのあとは、それぞれのお好み昼食を楽し
　みました。
　　　参加者：　井戸端ﾒﾝﾊｰ　１８　／ゲスト　１２　（総勢　３０名）

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。

　　　　根岸駅前　＝　（バス）＝　滝の上　（根岸森林公園）・・＜周回散策＞　・・・

　　　　　(註)　根岸森林公園では、希望者は「馬の博物館」の観覧ができます。（入館料　\100）

　　　　・・・・・（住宅地）・・・・・本牧山頂公園　（総歩程　約４キロ／　３時間）

　　８．漫遊行程



　

多摩川の両岸に水ぎわ近く作られている遊歩道は、ラフティングやカヌーの人声やせせらぎ

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '18／５／８
たび企画No.４５ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊本格的な夏を前に、みどりの風を訪ねて（最終ご案内）＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成　３０　年　６　月　７　日　（木） （雨天中止）

　　２．行　き　先　　　　奥多摩・御岳渓谷＜みたけけいこく＞　（東京都青梅市）

　ハイキングのメッカ、「奥多摩」と聞くと、若き日の思い出が蓬川える方も多いでしょう。

　  ７．持参する物　　弁当（昼食）　　飲物　&　嗜好品、　　雨具、　保険証、　 敷物

　　　虫除けスプレー　サングラス　日焼け防止剤　　ストック（杖）は任意

　　　　　　　　漫遊バンダナ（無い方は貸与します）

を聞きながら、深みゆくみどりの渓谷のすばらしい景色を堪能すること請け合いです。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）

　　５．集　　合 　　東戸塚駅　改札前　午前７時４５分　（7:52発小金井行きに乗車～横浜乗換）

　　　　　　　　　　　　　横浜発8:06の高崎行きに乗って、川崎で南武線に乗り換えます。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　　　　　　　　　　　川崎で下車（乗換）、南武線のホームに移動して東戸塚組と合流します。

　　　　　　　　　　　　　*戸塚駅から乗車の方は、７時４５分発の上野・東京ライン（東海道線）高崎行きに乗って下さい。

【前回の報告】
　今年のお花見ウオーキングは３月２９日（木）、「根岸森林公園～本牧山頂公園」
を絶好のお花見日和に恵まれて実施しました。ことしはあらゆる花が普段よりも早い
という予報なので、当初の予定日を急きょ繰り上げて大成功！
本牧山頂公園のさくらの丘には横浜で生まれた濃厚な紅色が特徴の「横浜緋桜」の原
木もあり、それを中心に満開で我々を迎えてくれました。
参加者：井戸端メンバー　１８　／ゲスト１２　（総勢３０名）

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。
　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　＃＃　季節は夏です。熱中症予防に水分補給の備えは万全に！！！＃＃

　　８．漫遊行程
　軍畑駅を降りたら、あとは帰路の乗車駅「御岳」まですべて歩きです。（約６キロ）

多摩川に架かる橋の上から渓谷を眺めるのも幾度かあって、遊歩道から川辺におりて休憩

や昼食したり、川風をうけながら渓谷を楽しみます。

　　６．キップ購入　　　Suica／PASMO　＜チャージ残額確認　\3000＞

　　　　　　＜往路＞東戸塚～～横浜～～川崎～～立川～～青梅（乗継）～～軍畑＜ｲｸｻﾊﾞﾀ＞下車



　

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '18／９／１１
たび企画No.４６ 発行<実行委員会>

　　　　　　　　　　＊戸塚駅から乗車の方は、9時10分発、　先頭（大船方）車両で合流しましょう

＊＊＊猛暑よ　さようなら！　秋の海風は如何？（最終ご案内）＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成　３０　年　９　月　２５　日　（火） （雨天中止）

　　２．行　き　先　　　　江　の　島　　＜神奈川県藤沢市＞

　『な～んだ！』　と云わないでください。　「あなたは、最近“江の島”に行きましたか？」

　馴染の場所でしょうが、近年色々リニューアルが進んでいます。又、知らなかった新たな

　発見や体験が期待できます・・・ヨ！　　＜江の島再発見の一日をお楽しみください＞

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）

　　５．集　　合 　　東戸塚駅　改札前　午前９時　　（下り　9:06久里浜行に乗車）

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。
　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

【前回の報告】
　この前の「漫遊たび」は６月７日でしたから、もう３か月前の事になりました。
爽やかなみどりと渓谷の水音など、奥多摩･御嶽渓谷を楽しんだ参加者は総勢２２名。
（井戸端ﾒﾝﾊﾞｰ14、ゲスト8）まだ今年の夏がこれほど強烈な猛暑になるとは予想も
しないで、気持ちよくウォーキングをしてきました。
でも、奥多摩は横浜からだと随分遠いし、往復に時間がかかる所でしたネ～～～！

　　６．キップ購入　　　Suica／PASMO　＜今回利用するJRと湘南モノレールとも利用できます＞

　　　　　　＜往路＞東戸塚＝＝（戸塚）＝＝大船 ／<湘南モノレール>　===　湘南江の島

　  ７．持参する物　　弁当（昼食）　　飲物　&　嗜好品、　　雨具、　保険証、　 敷物

　　　 サングラス　日焼け防止剤　　ストック（杖）は任意

　　　　　　　　　漫遊バンダナ（無い方は貸与します）　双眼鏡（あればいいかも･･･）

　　　　　　　＃＃　足拵え：　履き慣れている歩き易いスニーカなど

　〔エスカー②〕・・・江島神社(中津宮)・・・〔エスカー③〕・・・江の島展望灯台(昇塔)

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　８．漫遊行程
　大船～＜湘南モノレール＞～湘南江の島(駅)・・・＝・江の島弁天橋・＝・・《島の中に》

　･･･江島神社(朱の鳥居)・・・〔電動階段・エスカー①〕・・・江島神社(辺津宮)・・・

　・・江の島大師・・龍恋の鐘(恋人岬 )・・江島神社(奥津宮)･･･<岩屋>･･･下道経由仲見世通り



（65歳以上の年齢証明が求められます）

　

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '18／11／13
たび企画No.４７ 発行<実行委員会>

その「旧遊園」の近く、川崎市が整備･管理している自然の地形そのままの緑地を散策する

エリアと、懐かしい心のふるさとに誘ってもらえる田舎風情を訪ねるウォーキングです。

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）　　／　日本民家園　は各自で支払い(\240)になります。

　　５．集　　合 　　東戸塚駅　東口交番前　午前８時45分　　（ﾊﾞｽ　8:56緑園都市行きに乗車）

＊＊＊晩秋の風情をたずねて（最終ご案内）＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成　３０　年　１１　月　２７　日　（火） （雨天中止）

　　２．行　き　先　　　　生田緑地（苑内散策）　＆　日本民家園　　＜神奈川県川崎市＞

昔、お子さんをつれて遊びにい行った「向ヶ丘遊園」は、今、駅の名前だけが残っています。

　　　駅･････「日本民家園｣（約１時間自由見学）～生田緑地苑内の枡形山（昼食）及び　

　　　展望台に登楼～･････「岡本太郎美術館」* 前を通って、生田緑地苑内散策･････

　　「かわさき宙と緑の科学館」見学(無料)･････生田緑地を出て・・・・・向ヶ丘遊園駅

⇒向ケ丘遊園

　　　　　　＊戸塚駅から乗車の方は、地下鉄湘南台行き　９時23分発に乗車、（9:15には改札前に来てください)

　　６．キップ購入　　　Suica／PASMO

　  ７．持参する物　　弁当（昼食）　　飲物　&　嗜好品、　　雨具、　保険証、　 敷物

　　 　　 敬老パス（保有者）　　ストック（杖）は任意

　　　　　　　　　漫遊バンダナ（無い方は貸与します）　双眼鏡（あればいいかも･･･）

　　　　　　　＃＃　足拵え：　履き慣れている歩き易いスニーカ　など

　　８．漫遊行程　　（向ケ丘遊園駅から、全行程徒歩で正味約３時間（４ｷﾛ程度）を歩き、駅に戻ります）

　　　＜往路＞東戸塚(東口バス)～緑園都市／～二俣川～大和／ (小田急線)～～

　　　　　　　　　　　　戸塚(地下鉄)　～～～　湘南台／ (小田急線)　～～～～

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。
　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　　　　　　　　＊「岡本太郎美術館」には入館しませんが、屋外展示物にも見るべきものがありますので、乞うご期待！

【前回の報告】
　「たび企画No.46　江の島」（９月２５日）は、雨天予報のため中止しました。
　　朝は降っていなかったものの、昼すぎから降り出して次第に本降りになり
　　ました。　後日、再企画を予定しています。

　【次回予告】平成31年１月７日(月)　「深川七福神めぐり」

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。



　

七福神･履歴 鎌倉 羽田 浅草 日本橋 谷中 柴又 東京･港 目黒 亀戸 <深川>

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

がらの話題にこと欠かない処をぬって、四つのお寺と三つの神社をめぐります。

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '18／12／11
たび企画No.４８ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊平成の御代として最後の吉例行事（最終ご案内）＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成　３１　年　１　月　７　日　（月） （雨天中止）

　　２．行　き　先　　　　深　川　七　福　神　め　ぐ　り　（東京都江東区）　　（七福神　１０回目）

今回“めぐり”するエリアは江戸の伝統が息づく下町情緒いっぱいの場所です。松尾芭蕉の

記念館、間宮林蔵、伊能忠孝ゆかりの寺、大相撲の「部屋」の大看板に出合ったり、歩きな

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）

　　５．集　　合 　　東戸塚駅　改札前　午前８時50分　（9:07　津田沼行きに乗車～最後部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊戸塚駅から乗車の方は、9:03分発の同じ電車、最後部に乗車で　<車内合流>

　　　清澄庭園、深川不動尊　など　＜前を通るだけで入らない処もあります＞

　⑥冬木弁天堂(弁財天)･････⑦富岡八幡宮(恵比寿神)･････(地下鉄大江戸線)門前仲町駅→帰途

　　その他見どころ：芭蕉記念館、横綱通り、深川江戸資料館(休憩)、間宮林蔵墓所の寺、

　  ７．持参する物　　弁当（昼食）　　飲物　&　嗜好品、　　雨具、　保険証、　 敷物

　　　 漫遊バンダナ（無い方は貸与します）　　　ストック（杖）は任意

　　　　＃　弁当は､必ず事前に準備してください。＜歩き途上での調達は不可＞

　　　　＜往路＞東戸塚＝ (総武快速線直通)＝馬喰町／馬喰横山＝ (都営地下鉄・新宿線 )＝＝森下駅 (下車)

　　６．キップ購入　　　Suica／PASMO

　　　　＃＃(街中歩きです)　足拵え：　履き慣れている歩き易いスニーカ　など

　　８．漫遊行程　　全行程徒歩で正味約２時間（４ｷﾛ程度）歩きます）

　　（起点）森下駅･････①深川神明宮(寿老神)･････②深川稲荷神社(布袋尊)･････

　　③龍光院(毘沙門天)･････④圓珠院(大黒天)･････⑤心行寺(福禄寿)･････

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

【前回の報告】
　「たび企画No.47　生田緑地、日本民家園」（11月27日）は、穏やかな好天に
　　恵まれました。
　　参加者：総勢２６名(井戸端ﾒﾝﾊﾞｰ15)
　　お昼休み(食事)をした所にある枡形山展望台(EV付の望楼)からは四方に広がる
　　関八州がぜ～～んぶ見渡せました。
　

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。



　

　『な～んだ！』　と云わないでください。　「あなたは、最近“江の島”に行きましたか？」

ＮＥＷＳ 旅･たびサークル漫遊  '1９／３／１２
たび企画No.４９ 発行<実行委員会>

男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

＊＊＊昨年の雨天中止の分、再企画です（最終ご案内）＊＊＊

　　１．実　施　日　　　　平成　３１　年　３　月　２９　日　（金） （雨天中止）

　　２．行　き　先　　　　江　の　島　　＜神奈川県藤沢市＞

＊＊＊　平成の御代、最後の “お花見漫遊たび” になりますね　＊＊＊

　馴染の場所でしょうが、近年色々リニューアルが進んでいます。又、知らなかった新たな

　発見や体験が期待できます・・・ヨ！　　＜江の島再発見の一日をお楽しみください＞

　　３．参　加　者　　　申込不要　（当日の集合者で実施）

　　４．参　加　費　　　￥３００　（全員　１人当たり）　・・・・・　他に交通費等はその都度各自支払いあり

　　５．集　　合 　　東戸塚駅　改札前　午前９時　　（下り　9:06久里浜行に乗車）

　〔エスカー②〕・・・江島神社(中津宮)・・・〔エスカー③〕・・・江の島展望灯台(昇塔)

　　　　　　　　　　＊戸塚駅から乗車の方は、9時10分発、　先頭（大船方）車両で合流しましょう

　　６．キップ購入　　　Suica／PASMO　＜今回利用するJRと湘南モノレールとも利用できます＞

　　　　　　＜往路＞東戸塚＝＝（戸塚）＝＝大船 ／<湘南モノレール>　======　湘南江の島

　＊島内の施設見物、エスカー乗車に「江の島１Dayパス」あります。（当日ご案内します）

　  ７．持参する物　　弁当（昼食）　　飲物　&　嗜好品、　　雨具、　保険証、　 敷物

　　　 　ストック（杖）は任意　 ＜足拭きタオルが必要になる人がいるかも?＞

　　　　　　　　　漫遊バンダナ（無い方は貸与します）　双眼鏡（あればいいかも･･･）

　　　　　　　＃＃　足拵え：　履き慣れている歩き易いスニーカなど

　　８．漫遊行程
　大船～＜湘南モノレール＞～湘南江の島(駅)・・・＝・江の島弁天橋・＝・・《島の中に》

　･･･江島神社(朱の鳥居)・・・〔電動階段・エスカー①〕・・・江島神社(辺津宮)・・・

　(2)　飲食については、ｱﾙｺｰﾙ類を含めて全てご参加の皆様個々人の裁量と責任においてお楽しみください。

　(3)　天候や特別異変など、“漫遊”行事の実施が懸念されるときは、ご遠慮なく下記の実行委員に問い合わせてください。

　・・江の島大師・・龍恋の鐘(恋人岬 )・・江島神社(奥津宮)･･･<岩屋>･･･下道経由仲見世通り

【前回の報告】
　１月７日(月)恒例になった“七福神巡り”、今年は「深川七福神」をお参りして
　平成最後の、そして新しい元号になる一年の無事と多幸を祈念した善男善女は
　総勢４２名（井戸端ﾒﾝﾊﾞｰ25／ｹﾞｽﾄ17）。　富岡八幡宮の隣にあるお不動様にも
　おまけでお参りしました。<七福神巡りは通算１０回目になりました>

ご参加くださる皆様へ  ＜この行事は参加者の個々人の自己責任のもとでの自主的なウｵーキング・イベントです＞
　(1)　街中の集団行動は一般歩行者にご配慮ください。　特に、自転車の歩道通行がありますから十分気をつけてください。

　　　歩道いっぱいに広がらないようにしましょう。



　「漫遊」５０回記念、いよいよ１泊の”たび”です

旅・たびサークル漫遊　　実施案内版 2019年5月
発行<実行委員会>

ご参加者向けの重要なお知らせ事項のみ書いてあります。熟読ねがいます。 男の井戸端会議(ｻｰｸﾙ)

 時間の事も含めて、バスが現地に着いたのちにご案内をいたします。

（１）”たび”先：「スパリゾートハワイアンズ」（福島県いわき市）

（２）出発日　；　令和 元年 ６月 ３日 （月）＜雨天決行＞
　[集合] 東戸塚駅（改札前）午前８時３０分（遅刻厳禁）

８時３５分発の電車に乗ります（横浜方先頭車両）
　［戸塚駅から乗車の方］８時３１分発の成田空港行き
　（先頭車）に乗ってください。
［乗車駅が東戸塚、戸塚以外の方］事前に”漫遊世話人”と直接打ち合わせてください。

＜横浜駅下車＞ホームで集合したら、以後は世話人がご案内をいたします。

（３）旅程の概要 １日目(6/3)９時２０分ＹＣＡＴ第１ﾛﾋﾞｰに集合

　　　バス発車(9:40)⇒＜守谷SＡ休憩＞⇒12:50～13:00頃到着

　現地到着のあとの事、ならびに、２日目の帰路出発までの行動は自由

　　　　別途負担となります）

（注意）バスは座席指定制です。貸し切りではありませんから一般の
　旅行者も乗車します。バス運行者から「漫遊」分の座席割り当てを

　　　うけた後に指定させていただきます。
　　　　　　　２日目（６／４）　　（帰りの時間ｽｹｼﾞｭｰﾙ）
　　　　　　　集合（ﾎﾃﾙ玄関前）　１５時２０分・・⇒出発１５；３０⇒

　　　　　　　（途中休憩あり）１９時半ころ横浜駅東口＜到着・解散予定＞

バス車内は　禁酒　禁煙です。

　（４）持参する物　　弁当ｏｒ軽食と飲み物・・・往路ＳＡでは調達の時間は　無いと

思ってください。

水着　（遊戯施設のある温泉プールで遊べます）

現金　（２日目にｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ参加の場合には大よそ￥×〇〇〇が

　④食事におけるｱﾙｺｰﾙ類などの別途料金発生の分については、各部屋の同室者ごとで精算をして頂き

　ます。（部屋割りができた後に責任者を互選してください）　＜清算はﾁｪｯｸｱｳﾄ時＞

　⓹旅行費用は既にお預かりしていますが、５月１９日（日）以降の取り消しはｷｬﾝｾﾙ料が発生します。

米米米スパリゾートハワイアンズで用意されている備品等米米米
（部屋）バスタオル、浴用タオル、歯ブラシ、サンダル、館内着用のアロハ（男性）ｏｒムームー（女性）

（大浴場）ドライヤー、シャンプー、リンス

米その他　①この旅の旅行では「旅・たびサークル漫遊」の名前で”ご一行様”が扱われると思われます。

　②この旅行は、バス工程も含めて［旅行保険］には加入していません。各自の判断と対処でお願いします。

　③お部屋の割り振りについては、当日に発表します。




