
平成29年の年間行事　《例会計画》　《ウォークメイト》　《そのほかのウォーク》

２０１７年（平成２９年)の例会計画が決まりました。通常例会、KWA例会（FWA主幹）、特別例会、ウオークメイト
などを織り込み、多数の皆さまのご参加をお待ちしております。なお、都合により変更する場合がありますので、
最終情報は会報、ホームページでご確認ください。

後援：藤沢市
湘南ふじさわウオーキング協会

FWA例会　　(FWA年間完歩賞及びKWAパスポート対象) ※赤色文字は当初計画から変更
月 日（曜日） スタート ゴール 距離 開催場所
１月 １1日（水） 藤沢七福神めぐり 藤沢駅 片江江の島駅 16 藤沢市

１６日（月） 相模國準四国八十八箇所めぐり② 藤沢駅 藤沢駅 12 藤沢市

２２日（日） ゆっくり①　村岡の七福神 藤沢駅 藤沢駅 9・13 藤沢市

２６日（木） 湘南ふじさわの四季⑩　大庭・明治・辻堂の冬 藤沢駅 辻堂駅 12 藤沢市

２月 ３日（金） ゆっくり②　江の島の節分 辻堂駅 片瀬江ノ島駅 10 藤沢市

２６日（日） イベントウォーク　ぐる～と湘南のみち 藤沢駅 藤沢駅 40・20・10 藤沢市

３月 ２日（木） 総会ウォーク 湘南台駅 藤沢駅 12 藤沢市

１１日（土） 湘南ふじさわの四季⑪　鵠沼・片瀬の春 藤沢駅 茅ヶ崎駅 １２～２０ 藤沢市

１７日（金） ゆっくり③　南湖院記念　太陽の郷庭園 茅ヶ崎駅 茅ヶ崎駅 10 茅ヶ崎市

２８（火） 長後の春 湘南台駅 長後駅 10 藤沢市

◎ ＊ ４月 ２日（日） ピースウォークＩＮふじさわ２０１７ 奥田公園 奥田公園 10・13 藤沢市

５日（水） はだの桜みち 秦野駅 秦野駅 11 秦野市

１３日（木） 小糸川のしだれ桜 湘南台駅 辻堂駅 12 藤沢市

１７日（月） 有馬水道みち 湘南台駅 海老名駅 14・18 海老名市

２５日（火） ゆっくり④　俣野の新緑とツツジ 善行駅 藤沢駅 11 藤沢市

５月 １日（月） ゆっくり⑤　フジロード 湘南台駅 辻堂駅 10 藤沢市

＊ １０・１１（水・木） 一泊二日バスウォーク　あしかがフラワーパーク＆戦場ヶ原 藤沢駅 藤沢駅 10・10 栃木県

21日（日） KWAパスポートシリーズ　公園巡り　湘南汐見台・辻堂海浜公園 辻堂駅 茅ヶ崎駅 13 藤沢市

◎ ＊ ２７日（土） ふじさわウォーク 藤沢駅 藤沢駅 10・20 藤沢市

＊ ２８日（日） ビーチクリーンウォーク 片瀬江ノ島駅 藤沢駅 10 藤沢市

６月 ７日（水） ＫＷＡアンコール②茅ヶ崎里山公園 茅ヶ崎駅 湘南台駅 11・17 茅ヶ崎市

１０日（土） 湘南台駅 海老名駅 17 海老名市

２１日（水） ゆっくり⑥　大清水の紫陽花 六会日大前駅 藤沢本町駅 10 藤沢市

２９日（木） 湘南ふじさわの四季⑫　六会・善行の夏 六会日大前駅 善行駅 12 藤沢市

７月 ２日（日） サマー①　鵠沼の”舞妃蓮” 藤沢駅 藤沢駅 10 藤沢市

１９日（水） サマー②　緑道からふれあい樹林へ いずみ野駅 立場駅 10 横浜市

２２日（土） サマー③　遊行の盆 片瀬江ノ島駅 藤沢駅 10 藤沢市

８月 ５日（土） サマー④　藤沢市文化財ハイキングコース長後大山道 長後駅 湘南台駅 10 藤沢市

２２日（火） サマー⑤　新しいショッピング・モールへ　 茅ヶ崎駅 平塚駅 10 平塚市

９月 ２日（土） KWAアンコール①湘南海岸公園 藤沢駅 六会日大前駅 10・18 藤沢市

１８日（月・祝） 湘南ふじさわの四季⑬　長後・湘南台の秋 湘南台駅 長後駅 12 藤沢市

２２日（金） ゆっくり⑦　小出川の彼岸花 湘南台駅 香川駅 11 藤沢市

３０日（土） ＦＷＡ２０周年記念ウォーク 藤沢駅 藤沢駅 12 藤沢市

１０月 １０日（火） 相模國準四国八十八箇所めぐり③ 辻堂駅 藤沢本町駅 13 藤沢市

２０日（金） イヤーラウンドフリーウォーク 藤沢駅 藤沢駅 20～7 藤沢市

２５日（水） ゆっくり⑧　新磯のざる菊 相模大野駅 相武台下駅 10・13 相模原市

１１月 ７日（火） 湘南ふじさわの四季⑭　藤沢・村岡の秋 藤沢駅 大船駅 １２～１５ 藤沢市

＊ １６日（木） バスウォーク　みかん狩り 藤沢駅 藤沢駅

２５日（土） ゆっくり⑨　横浜散歩（イチョウ並木） 横浜駅 関内駅 10 横浜市

１２月 ８日（金）　 ゆっくり⑩藤沢市文化財ハイキングコース片瀬旧道・江の島道 藤沢駅 片瀬江ノ島駅 10 藤沢市

２０（水） 湘南ふじさわの四季⑮　御所見・遠藤の冬 湘南台駅 湘南台駅 １２～１６ 藤沢市

２５日（月） 納めのウォーク　寒川三社めぐり 湘南台駅 宮山駅 18 寒川町

特別例会：　　 ＊５回；　ピースウォークＩＮふじさわ、ビーチクリーンウォーク、ふじさわウォーク２０１７、バスウォーク×２回
例会数：　　　　◎2回含む　３9回（月ー５、火ー５、水ー７、木ー２、金ー６、土ー7、日ー7）

シリーズもの：　　湘南ふじさわの四季⑩～⑮　６回（冬×２、春、夏、秋×２）、  相模國準八十八箇所めぐり②～③　２回

通常例会定番：　藤沢七福神めぐり、ぐる～と湘南のみち、小出川のしだれ桜、納めのウオーク寒川神社、総会ウォーク、
   　　　　　　　　　 イヤーラウンドフリーウォーク、横浜散歩、　　

ゆっくりＷ１０回中定番：　節分ウォーク、フジロード、紫陽花、小出川の彼岸花、　

サマーシリーズ　5回

神奈川県ＷＡ委託例会：　パスポートＳ　１回、アンコール　２回

他、20周年記念ウォーク、

2016/10/30
例会名

御所見・倉見から相模川を歩こう

２０１７（平成２９年)     例会計画



　　ふじさわ歩友会（ウオークメイト）
　　　２０１７年（平成２９年）景観(70景)ウオーク予定

　　　　　[開催日・開催地区] 後援：藤沢市

　　１月２７日（金） 辻堂 　２月２７日（月）　　 辻堂

　　３月２７日（月） 御所見 　４月２７日（木）　　 大庭

　　５月３０日（火） 片瀬/鵠沼 　６月２８日（水）　　 横浜

　　７月２７日（木） 片瀬/鵠沼 　８月２９日（火）　　 湘南台

　　９月２８日（木） 茅ヶ崎 １０月３１日（火）　　 善行

　１１月２７日（月） 長後 １２月２１日（木）　　 六会

 集合 ： 通常１０時、　夏季（６～８月）９時　
 
 
 
 

  ＦＷＡ
 平成２９年　そのほかのウオーク予定
 ※赤色文字は「関水スポーツ」が９月から月曜日が定休日になるのに伴う変更
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イヤーラウンドウォークを
 スタッフと一緒に

クリーンウォーク

20日(金）　　7Km17日(火）

21日(火） 20日(月）　12Km

21日(火） 24日(金）　15Km

2０日(水）　12Km

18日(火） 24日(月）　18Km

16日(火） 19日(金）　12Km

20日(火） 22日(木）　15Km

集合 ： ９時３０分 集合 ： ９時
集合場所：藤沢駅南口から１分
　　　　　　　関水スポーツ店

　　集合場所：藤沢駅南口
　　　　　　　 　小田急百貨店2階正面入口

17日(火） 24日(火）　15Km

21日(火） 2２日(水）　18Km

19日(火） 28日(木）　12Km

18日(火） 24日(月）　18Km

15日(火） 21日(月）　　7Km

19日(火）



　
　


