
横浜ぶらり会 ご案内 

  

第 501回 鴨居の歴史を探求するウォーク 

 

5月 26日 木曜日  JR横浜線 鴨居駅改札口 午前 10時集合 

 雨天中止 

 

鴨居駅から鶴見川の土手を東本郷に向けて散策し、その地区および竹山地区

に点在する神社仏閣、旧跡、公園を楽しむ約 10kmのコースです。 

（徒歩約 3時間）  ＜寺の都合により参拝出来ないこともあります＞ 

 

JR 鴨居駅～鶴見川土手～東観寺～林光寺～本柳寺～東本郷第一公園（富士

山の眺望いい）～東鴨居中学校（富士山の眺望がいい）～                       調達～鴨居原市

民の森（南地区    ）～辻山の庚申塔～竹山南公園（                           ）～ごはん塚～竹山

団地内（     ）～双体道祖神～鴨居市民の森（北地区）～鴨居杉山神社～岩屋

家長門～JR鴨居駅（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 502回】 披露山公園と逗子の海岸ウォーク 

6月 11日（土）ＪＲ横須賀線 逗子駅 午前 10時 集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会 ご案内 

  

第 502回 披露山公園と逗子の海岸ウォーク 

 

 6月 11日 土曜日  JR横須賀線 逗子駅改札口 午前 10時集合 

雨天中止<                      は駅周辺で調達してください> 

 

初夏の海風とまばゆい太陽の光とともに、海岸・公園・高級住宅街・ 

マリーナ、仏閣を巡る 9.3kmのコースです 

（徒歩約 3時間）   

<前日および前々日雨天の場合は一部コースを車道に変えます> 

  

JR 逗子駅～駅前商店街通り～逗子海岸入口～砂浜～不如帰碑～高養寺～本

堂横の階段～披露山・逗子不動ハイキングコース～急な階段 93M～披露山公

園（     ）～披露山庭園住宅～大崎公園（                       、     ）～狭い道～リビエラ逗子マリ

ーナ～材木座海岸～和賀江島の碑～光明寺（     ）～若宮大路～JR 鎌倉駅（解

散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 503回】 新緑の多摩丘陵公園巡り 

6月 23日（木） 小田急多摩線 多摩センター駅 午前 10時 集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会 ご案内 

  

第 503回 新緑の多摩丘陵公園巡り 

 

6月 23日 木曜日 小田急多摩線 小田急多摩センター改札口  

午前 10時集合 雨天中止 

 

初夏のあふれる新緑の中をさわやかな風を感じながら多摩丘陵にひろがる10

つの公園を散策する約 12km のコースです。全体的に起伏の少ない平坦なコ

ースです 

（徒歩約 3時間） 

<すべての公園に     の設備が整っています > 

 

小田急多摩センター駅～①多摩中央公園～②豊ヶ丘北公園～③貝取北公園～

④貝取南公園～                       調達～⑤豊ヶ丘南公園（                       、     ）～⑥落合南公園～⑦宝

野公園～⑧奈良原公園～⑨鶴牧東公園～⑩鶴牧西公園～唐木田駅（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 504回】 四季の森公園から里山ガーデン・ズーラシアの散策 

7月 9日（土） ＪＲ横浜線 中山駅 午前 10：00 集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会 ご案内 

  

第 504回 四季の森公園から里山ガーデン・ズーラシアの散策 

 

7月 9日 土曜日 JR横浜線 中山駅改札口 午前 10時集合 

雨天中止  

 

中山近郊の深い緑を楽しむ 5-6kmのコースです (徒歩約 1.5-3時間) 

  <一次解散後鶴ヶ峰駅まで約 5kmを歩くコースを用意しています> 

 

JR 中山駅～四季の森公園プロムナード～四季の森公園～                       調達～里山ガー

デン～ズーラシア（                       、    ）※一次解散 各方面のバス多数あり  

<～ふるさと尾根道緑道～今宿東公園（     ）～畠山霊堂創建記念碑～相鉄線

鶴ヶ峰駅（最終解散）> 

 

 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 505回】 緑豊かな夏の和泉川の散策 

7月 28日（木） 相鉄線 三ツ境駅 午前 10時集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会  ご案内 

  

第 505回 緑豊かな夏の和泉川の散策 

 

 7月 28日（木） 相鉄線 三ツ境駅改札口 午前 10時集合 雨天中止 

＜                      は三ツ境駅周辺で事前に調達してください＞ 

  

夏の緑豊かな和泉川の遊歩道をさわやかな風を感じながら水辺に点在する景

観を楽しむ約 6kmのコースです 

<瀬谷貉窪公園で昼食後宮沢神明社手前のバス停で一次解散＞ 

後半いずみ野駅まで約 4km歩くコースを用意しています 

（徒歩約 2.5-3.5時間） 

 

三ツ境駅～二ツ橋南公園～和泉川遊歩道～東山ふれあいの樹林～貉窪公園

                          ～宮沢神明社手前バス停（一次解散） 

～宮沢神明社～山王稲荷社～広い遊水池～新幹線をくぐる～日枝神社～八幡

神社～いずみ野駅（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 506回】 鎌倉ぼんほり祭りを楽しむ 

8月 8日（月） JR横須賀線 鎌倉駅東口改札口 午後 4時集合  

雨天中止   ※集合時間にご注意！  



横浜ぶらり会  ご案内 

 

第 506回 鎌倉ぼんほり祭りを楽しむ 

 

 8月 8日（月）JR横須賀線 鎌倉駅東口改札口 午後 4時集合 雨天中止 

※集合時間にご注意！ 

 

鎌倉ぼんぼり祭りを楽しむ約 2kmのコースです（徒歩約 1時間） 

<行事の内容は流動的です、公式 HPで確認ができます> 

https://www.trip-kamakura.com/event/234.html 

 

JR鎌倉駅～段葛～鶴岡八幡宮ぼんぼり観賞～記念写真を撮って（解散） 

 

 

 

 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 507回】 三浦半島散策（三戸・荒崎・ソレイユの丘）の散策 

8月 25日（木）京急線 三崎口駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止  

https://www.trip-kamakura.com/event/234.html


横浜ぶらり会  ご案内  

 

第 507回 三浦半島散策（三戸・荒崎・ソレイユの丘）の散策 

 

8月 25日（木）京急線 三崎口駅改札口 午前 10時集合 雨天中止 

 

三崎口から高台に広がる三戸の畑を抜けて、相模湾沿いの海岸線をソレイユの

丘に行き、昼食後荒崎公園まで歩く約 10kmのコースです 

（徒歩約 2-3.5時間） 

① バスを利用しますので、三浦半島 1DAY切符がお得です  

https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/otoku_miura.html 

② 長浜海岸から栗谷浜漁港・荒崎公園まで海岸線はところどころ歩きにくい 

箇所があり、危険ですのでルートから外します 

 

三崎口駅～三戸の畑道～延寿寺～スーパーで                      調達     休憩～圓徳寺～長浜

海岸～ソレイユの丘（昼食・一次解散）～荒崎公園～荒崎バス停～三崎口駅

（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 508回】 多摩川の土手を歩き羽田空港国際線へ 

9月 10日（土） 東急線多摩川駅南口改札口 午前 10時集合  

雨天中止  

https://www.keikyu.co.jp/visit/otoku/otoku_miura.html


横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 508回 多摩川の土手を歩き羽田空港国際線へ 

 

 9月 10日（土）東急線多摩川駅南口改札口 午前 10時集合 雨天中止 

＜                      は多摩川駅周辺で事前に調達して下さい＞ 

 

東急線多摩川駅から多摩川の土手を越えて河川敷に広がる遊歩道を丸子橋・

ガス橋・多摩川大橋・六郷橋・大師橋をくぐって羽田空港国際線第三ターミナ

ルまで歩く約 14kmのコースです（徒歩約 4.5時間） 

 

東急線多摩川駅南口～多摩川河川敷遊歩道に入る～六郷橋                           ～大師橋

～弁天橋鳥居～羽田空港第三ターミナル（解散） 

 

 

 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 509回】 世田谷・大山街道散策 

9月 22日（木） 田園都市線三軒茶屋駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 509回 世田谷・大山街道散策 

 

 9月 22日（木）田園都市線 三軒茶屋駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止 

 

三軒茶屋から二子多摩川まで世田谷の西の地域に広がる神社・公園・緑道大

山街道を散策する約 13kmのコースです 

（徒歩約 4.5時間） 

 

三軒茶屋駅～世田谷通り口～追分道標～茶沢通りに入る洋服の青山右手～西

友左手～セブンイレブン右手～26番地から緑道に入る～太子堂小右手～環七

通り～幹線に上る～松陰神社～世田谷区役所前交差点～世田谷区役所西交

差点～豪徳寺～山門～世田谷城址公園～世田谷城址公園交差点～世田谷 3

丁目交差点～コンビニ                       調達～ボロ市通り～世田谷通りを左折～松丘幼稚園

右手～弦巻 5 丁目交差点直進～馬事公苑右手～環八通り～世田谷美術館前

交差点～砧公園                           ～西門～丸子川親水公園～岡本公園～静嘉堂文庫美

術館左手～国道 246をくぐる～二子多摩川駅（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 510回】 多摩よこやまの道古道と歴史を楽しむ 

10月 8日（土） 小田急多摩線唐木田駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 510回 多摩よこやまの道古道と歴史を楽しむ 

 

10月 8日（土）小田急多摩線唐木田駅改札口 午前 10時集合 雨天中止 

                      は唐木田駅周辺で事前に調達してください 

 

第 503 回「多摩丘陵の公園巡り」のさらに外側に広がる古道と公園や大学・

企業の運動施設を巡る約 14kmのコースです 

（徒歩約 4.5時間） 

 

唐木田駅～大妻女子大右手～東京国際ゴルフクラブ右手～コンビニ（                       買い

忘れた方はどうぞ）     ～一本杉公園                           ～恵泉女子大右手～防人見返り峠

～諏訪が岳～多摩東公園     ～京王相模線・小田急多摩線を渡る～幹線道路

を渡る～ロータリー～諏訪北公園右手～スマイルホテル東京多摩永山左手～

小田急多摩線永山駅（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 511回】 茅ヶ崎里山散策 

10月 27日（木） 小田急江ノ島線 湘南台駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 511回 茅ヶ崎里山散策 

 

 10月 27日（木）小田急江ノ島線 湘南台駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止 

 

湘南台駅から円行公園、慶応大学、茅ヶ崎里山公園を経て、スリーハンドレッド

クラブを通り、茅ヶ崎駅まで、随所に残る里山の原風景を楽しむ約 13km のコ

ースです（徒歩約 4時間） 

 

湘南台駅～円行公園～桐原公園～秋葉台公園     ～秋葉台小交差点直進～

JA さがみ遠藤～慶応大学右手に広がる～川沿いの道～里山が残る道～善谷

寺～茅ヶ崎里山公園                           ～文教大学右手（ここでバス乗車可能、一次解散）

～文教大学入口交差点直進～次の交差点左折～湘南さくら病院左手～浄見寺

～湘南バイパスをくぐる～県道 404 号線の左側の道を歩く～茅ヶ崎すみれ幼

稚園左手～相鉄ローゼン右手     ～茅ヶ崎高田局右手に見て右折～高田ニュ

ータウン入口（ここでバス乗車可能、残り 1.7km）交差点直進～すぐ左折～相

模線の踏切～一里塚交差点直進～茅ヶ崎駅（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 512回】 紅葉の高尾山ハイキング 

11月 12日（土） 京王線高尾山口駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 512回 紅葉の高尾山ハイキング 

 

11月 12日（土）京王線高尾山口駅改札口 午前 10時集合 雨天中止 

                      は高尾山口駅周辺で事前に調達してください 

 

人気の 1 号路をゆっくりと自分の体力に合わせて高尾山の紅葉を楽しむ約

9kmのコースです 

（徒歩約 4時間） 

 

体力と相談してスタートして間もなく、清滝駅からケーブルカーで高尾山駅まで

上るコースも準備しています 

ケーブルカーもしくは、リフトで下山するコースも準備しています 

 

高尾山口駅～1 号路に入る～布流滝～高尾山駅     ～展望台～浄心門～女坂

～薬王院     ～高尾山山頂                          ～4 号路～みやま橋～浄心門手前から 2 号

路に入る～1号路と合流～金比羅台園地～高尾山口駅（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 513回】 逗子やまなみの道散策 

11月 24日（木） ＪＲ横須賀線 逗子駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 51３回 逗子やまなみの道散策 

 

11月 24日（木）JR横須賀線 逗子駅（東口）改札口 午前 10時集合 

雨天中止 

                      は駅周辺で事前に調達してください 

 

当初予定を変更し、逗子駅の北側の山地に整備された緩やかな起伏のある散

策道から鎌倉駅に向かうロートに変更します。約 11kのコースです 

（徒歩約 4時間） 

 

逗子駅～西口住宅地～久木トンネル～久木小学校～久木中学校～久木大池公

園     ～逗子やまなみの道に入る～右手池子施設～左手鎌倉地域～十二所果

樹園展望台                       ～鎌倉側に下る～三郎滝～朝比奈切通しに入る～熊野神社（状

況によります）～環状 4号線～バス停（一次解散）～横須賀街道左折～金沢八

景駅（解散）～鶴岡八幡宮～JR鎌倉駅（解散） 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 514回】 忘年会「場所：あかね家本舗」 

12月 7日（水）小田急中央林間駅 北口 1分（15時～17時） 

雨天決行  



横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 51４回 「忘年会」 

 

12月 7日（水）15時～17時（２H） 雨天決行 

場所：あかね家本舗 

 小田急線 中央林間駅 北口 1分 

 （東急田園都市線 中央林間駅から徒歩 4分） 

 大和市中央林間 3－12－14 アロハビル 1F 

 （       ）046－275-0053 

 ホームページ：https://akr1771884879.owst.jp/ 

 

事前の申込みを受け付けます。 

下記、3名の幹事までご連絡ください。 

申込締切：11月 24日（木） 

連絡先： 村田秀夫（045-821-0465） 

 竹内勝一（090-5202-6303） 

 高木勝則（090-2323-1205） 

竹内、高木への連絡は、極力ショートメッセージ（SMS）をご利用ください。 

 

※ お願い： 

① 会費：4,000円を見込んでいます。当日、徴収します  

② お互いを知るために「名札」をお付け下さい 

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 515回】 多摩川スカイブリッジを歩こう 

12月 10日（土） 京急大師線川崎大師駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止  

https://akr1771884879.owst.jp/


横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 51５回 多摩川スカイブリッジを歩こう 

 

12月 10日（土）京急大師線川崎大師駅改札（北口） 午前 10時集合 

雨天中止 

                      は駅周辺で事前に調達してください（駅前にセブンイレブンあり） 

 

初冬ちょっと寒いですが川崎大師駅から多摩川の川崎側土手を歩き、スカイブ

リッジで東京側に渡る。羽田空港を右手に見て、弁天橋、穴守稲荷神社、穴守

稲荷駅まで約 8Kのコースです 

（徒歩約 3時間） 

 

川崎大師駅～川崎側多摩川の土手（途中グラウンドに     あり）～産業道路をく

ぐる～水神宮～殿町第 2公園                           ～スカイブリッジ～東京側に渡る～弁天橋

～穴守稲荷神社     ～京急羽田線穴守稲荷駅（解散） 

 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 516回】 鶴見七福神めぐり 

2023年 1月 7日（土） 京急線鶴見市場駅改札 午前 10時集合  

雨天中止  



横浜ぶらり会  ご案内  

 

 第 516回 鶴見七福神めぐり 

 

1月 7日（土）京急線鶴見市場駅改札 午前 10時集合 雨天中止 

                      は途中のコンビニを利用します 

 

2023 年、令和 5 年の始まりは皆さんのご多幸とご健康を祈念して鶴見七福

神めぐりです。自分のペースでゆっくりとお参りしましょう、そしてコロナ禍の収

束も祈りましょう、約 11Kのコースです 

（徒歩約 4時間） 

 

鶴見市場駅～旧東海道～①横浜熊野神社（福禄寿）～旧東海道～鶴見川を渡

る～②鶴見神社（寿老人）～JR 鶴見駅横断～③總持寺（大黒尊天）～④東福

寺（毘沙門天）～花月園総持寺駅横断～旧東海道～⑤正泉寺（恵比寿天）～

生麦貝の浜緑地公園                           ～生麦駅～⑥安養寺（福壽辨財天）～法政大学国

際高右手～第二京浜をくぐる～⑦松陰寺（布袋尊）～JR横浜線大口駅（解散） 

＜参考 URL：２０２２年版＞ https://iwalkedblog.com/?p=34326 

 

※ 携行品：弁当、飲料、バッチ、名札、雨具、保険証 

※ 連絡先：村田（045-821-0465） 

※ お願い： 

① バッチ、名札は必ずお付け下さい 

② 参加費￥２００を当日、村田が頂戴いたします  

 

～ 次回 開催案内 ～ 

【第 517回】 箱根駅伝第二区間の半分を歩く 

1月 26日（木） ＪＲ横須賀線 保土ヶ谷駅改札口 午前 10時集合  

雨天中止 

https://iwalkedblog.com/?p=34326

