第 3年 度 (平 成 31年 )北 市川スポーツクラブ予定表
4月 1日 〜平成 32C2020D年 3月 31日 )
荒天以外歩きます。 (平 成 31年 3月 18日 作劇
(各 月開催 :第 2木 曜 日 口第 4木 曜 日)

(平 成 3142019年

(―
◎日

時/4月 11日 (お

:雨 具・敷物・水・忘れ づ に :)

9時00分

*集 合/」 :00M北 市川スポーツパーク

*距

◎行事名/市 川歴史と文学の道ウオーク

離/14km(弁 当要)

時/4月 25日 (木 )
*集
合/市 川駅 10時00分 アイリンクタウン3F
*コ ース/市 川駅→江戸川→里見公園→野菊の墓→八喰庚申塚→愛宕神社→考古博物館→小塚山公園→

*日

式場病院→ じゅんさい池→下総国分寺→郭沫若邸→手児奈霊堂 → 文学の道→市川駅 解詢
◎日

時/5月

9日 (和

9時 00分

*集 合/」 :00M北 市川スポーツパーク

◎行事名/お 茶の水から谷中 口
根津・小石川散策ウオーク *距 離/1lkm(弁 当要)
*日 時/5月 23日 (木 )
*集 合/御 茶ノ水公園 10印0祭 御茶ノ水駅聖橋 口徒歩 5分 )
*コ ース/お 茶の水公園→谷中霊園→ 寺町→根津神社→源覚寺→ 小石川後楽園→水道橋→御茶ノ水瓢 解
詢
◎日

時/6月 13日 (木 )9時 00分

*集 合/J:COM北 市川スポーツパーク

*距

◎行事名/水 元公園ウオーク

離/1lkm(弁 当要)

時/6月 27日 (木)
*集 合/松 戸駅北 口 10時 00分
*コ ース/松 戸駅→葛飾大橋→水元公園→縛られ地蔵→水元公園→」R金 町駅 解詢

*日

◎ 日 時/7月 11日 (利

9時 00分

*集 合/」 :00M北 市川スポーツパーク

*距

◎行事名/日 比谷から小伝馬町街角ウオーク

離/1lKm(弁 当要)

*集
時/7月 25日 (木 )
合/日 比谷公園健康運動広場 10時 00分 (日 比谷駅徒歩5分 )
*コ ース/日 比谷公園→ 日比谷通り→行幸通り→大手町→ 小舟町→甘酒通り→浜町公園→浜町河岸通り→
*日

薬研不動院→ 久松警察署→ 人形町通り→十思公園→ 日比谷線小伝馬町駅 解散)
時/8月

*集 合/」 :GOM北 市川スポーツパーク
*距 離/1lkm(弁 当要)
◎行事名/夕 涼みウオーク(佃 島から錦座へ)
十日 時/8月 22日 (木 )
*集 合/市 川大野駅 16時 00分 (市 川大野馳
◎日

8日 (和

9時 00分

*コ ース/東 西線門前仲町駅→住吉神社→個煮屋→ 月島西町通り→晴月橋→ アーバンドック→晴海大橋→
銀座(解 詢
◎日

時/9月 12日 (木 )9日 ま )0分

*集 合/」 :00M北 市川スポーツパーク

*距

◎行事名/お 茶の水から文京区散策ウオーク
時/9月 26日 (木 )

*日

*集

離/1lkm(弁 当要)

合/10時00分 お茶の水公園 (」 R総 武線御茶ノ水駅聖橋 口)

コ ー ス/お 茶の水公園〜水道橋〜飯田橋〜神楽坂 〜江戸川公園〜 鳩山会館 〜新大塚公園〜深光寺〜
葛荷谷 〜礫川公園 〜お茶の水駅(解 詢
◎日

時/10月 10日 (木 )9時

*距

◎行事名/皇 居―周 ウオーク

*日

時/10月 24日 (木 )

*集 合/J:COM北 市川スポーツパーク

00分

*集

離/13km(弁 当要)

合/9時 00分 市川大野駅 (」 R

)

コ ー ス/市 川大野駅〜東京駅 武蔵野線側)〜 日比谷公園〜愛宕神社 〜外務省〜憲政記念館 〜千島ヶ淵〜
北の丸公園〜皇居東御苑〜大手町〜東京駅 (解 散)
◎ 日 時/11月 14日 (木 )9時 00分

*集 合/」 :00M北 市川スポーツパーク

◎行事名/「 ドスコイ」
錦糸町・両国界隈相撲部屋めぐり
時/11月 28日 (木)

*同

*集

*距

離/1lkm(弁 当要)

0分 柳北公園 浅草橋駅西 口 徒歩 5分
合/101家 〕

*コ ース/柳 北公園〜横網公園 〜錦戸部屋 〜八角部屋 〜陸奥部屋 〜井筒部屋〜出羽海部屋〜本所松坂町
公園 (旧 吉良邸跡)〜 時津風部屋 〜両国公園〜馬車通り〜江東橋公園〜錦糸堀公園→錦糸町駅(解 詢
時/12月 12日 (木 )9時 00分
◎行事名/吉 良邸から泉岳寺へ の道

*集 合/J:COM北 市川スポーツパーク

◎日

*距

離/15km(弁 当要)

*集 合/10時 00分 両国駅(両 国橋刺
時/12月 26日 (木 )
*コ ース/両 国駅→ 回向院→吉良邸→芭蕉稲荷→平賀源内電気実験 の地→義士休息の地→永代橋→
*日

堀部安兵衛住居跡→浅野邸上屋敷→築地本願寺→浅野長矩公切腹 の地→愛宕神社→東京プリンスホテ
ル→慶應義塾大学→亀塚公園→ 旧高松宮邸→細川藩内匠頭切腹 の地→泉岳寺→都営泉岳寺駅(解 詢
◎日

時/1月

9日 (木 )9時

00分

*集 合/J:00M北 市川スポーツパーク

*距 離/1lkm(弁 当要)
◎行事名/川 風に吹かれて隅田川から両国散策ウオーク
*集 合/108t00分 隅田公園水上パス乗船場 浅草駅 徒歩 5分
十日 時/1月 23日 (木)
*コ ース/隅 田公園〜言間橋〜桜橋〜吾妻橋 〜駒形橋 〜厩橋 〜蔵前橋 〜両国橋 〜回向院〜両国観光案内
書 〜旧安田庭園 〜Nl 「 ドコモ歴史展示スクエアー〜すみだ北斎美術館 〜錦糸公園→錦糸町駅(解 静
◎日

時/2月 13日 (木 )9時

00分

◎行事名/中 山法華経寺・早春 の梅 とお雛様ウオーク

*集 合/」 :COM北 市川スポーツパーク

*距

離/10km(弁 当不要)

*集
合/10時00分 みかど公園
時/2月 27日 (木 )
→
*コ ース/市 川大野駅→ 大柏調整池 東部公民館→法見寺→子 の神社→ 東山魁夷記念館→泰福寺→総門
*日

→ 清華園→ 遠寿院→ 中山法華経寺→ 奥 の院→ 若宮八幡神社→ 中山競馬場→ 妙正寺→市J:1大 野駅(解
詢
◎日

時/3月 12日 (木 )9時

00分

*集 合/J:00M北 市川スポーツパーク
*距 離/1lkm(弁 当要)

行事名/御 茶ノ水から迎賓館・大使館めぐり
*集 合/10時00分 お茶の水公園 (御 茶ノ水駅聖橋 口徒歩5分 )
*日 時/3月 26日 (木 )
*コ ース/お 茶の水公園→九段坂→靖国神社→市ケ谷見附→ 四谷見附→迎賓館→紀之國坂→紀尾井坂→
清水谷公園→ベルギー大使館→イスラエル大使館→ ローマ法王庁大使館→千鳥ヶ淵→北の丸公園→
―ツ橋→ お茶 の水駅(解調
※弁当は簡単な「 おに ぎり」程度 で負担 にならない様 に しま しょう !:

