
２０１９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》

　　　　　　　　２０１９年     例会計画

２０１９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

※赤色文字は当初計画から変更
月 日（曜日） 例会名 スタート ゴール 距離 開催場所

１月 １１日（金） 新春藤沢七福神めぐり 藤沢駅 片瀬江ノ島駅 16 藤沢市

２１日（月） 湘南ふじさわの四季　藤沢・村岡の冬　⑳ 藤沢駅 藤沢駅 10 藤沢市

２９日（火） ゆっくりウォーク　さば神社めぐり 大和駅 いずみ中央駅 10 横浜市

２月 　５日（火） ゆっくりウォーク　湘南の梅　 藤沢駅 片瀬江ノ島駅 10 藤沢市

１０日（日） KWA・PS第２弾　大庭城址公園とケヤキ並木 辻堂駅 湘南台駅 10・15 藤沢市

１８日（月） 相模國準四国八十八箇所めぐり⑦ 茅ヶ崎駅 茅ヶ崎駅 12 茅ヶ崎市

２４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 　３日（日） ゆっくりウォーク　爽快（総会）ウォーク 片瀬江ノ島駅 藤沢駅 11 藤沢市

１１日（月） 湘南ふじさわの四季　遠藤・御所見の春　㉑ 湘南台駅 湘南台駅 12 藤沢市

１８日（月） 柳島スポーツ公園を訪ねる 茅ヶ崎駅 辻堂駅 14・10 茅ヶ崎市

＊ ３１日（日） ロータリーウォークＩＮふじさわ2019 辻堂駅 辻堂駅 5・10 藤沢市

４月 　６日（土） ゆっくりウォーク　引地川親水公園の桜 湘南台駅 藤沢本町駅 10 藤沢市

１０日（水） バスウォーク・久能山東照宮とイチゴ狩り 静岡県

１８日（木） 茅ヶ崎の春　成就院 茅ヶ崎駅 六会日大前駅 10・15 茅ヶ崎市

２８日（日） 厳島湿生公園の春 秦野駅 二宮駅 15 中井町

５月 　１日（水） ゆっくりウォーク　フジロード 辻堂駅 辻堂駅 14・7 藤沢市

１６日（木） 湘南ふじさわの四季　長後・湘南台の春　㉒ 長後駅 湘南台駅 10 藤沢市

＊ ２５日（土） ふじさわ市民ウォーク2019 藤沢駅 藤沢駅 10・20 藤沢市

＊ ２６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 　４日（火） 公園つなぎと川辺を歩く いずみ中央駅 藤沢駅 12 横浜市

２２日（土） ゆっくりウォーク　俣野別邸庭園を散策 藤沢本町駅 藤沢駅 11 藤沢市

３０日（日） 旧東海道を歩いて藤澤宿へ（箱根湯本～国府津） 箱根湯本駅 国府津駅 15 箱根町

７月 １０日（水） イヤーラウンドフリーウォーク 藤沢駅 藤沢駅
７・１２・１５・

１８・２０ 藤沢市

２８日（日） ゆっくりウォーク　遊行の盆 湘南台駅 藤沢駅 10 藤沢市

８月 １０日（土） ゆっくりウォーク　さば神社めぐり いずみ中央駅 湘南台駅 10 横浜市

１８日（日） 湘南ふじさわの四季　明治・辻堂・大庭の夏　㉓ 辻堂駅 藤沢本町駅 10 藤沢市

９月 １２日（木） ゆっくりウォーク　ワールドカップセーリングの海へ 鎌倉駅 片瀬江ノ島駅 13・10 藤沢市

１８日（水） 小出川の彼岸花 茅ヶ崎駅 寒川駅 12 茅ヶ崎市

１０月 　１日（火） 湘南二宮の秋を訪ねる 二宮駅 二宮駅 15 二宮町

１８日（金） 相模國準四国八十八箇所めぐり⑧ 辻堂駅 辻堂駅 10 藤沢市

２５日（金） ゆっくりウォーク　萩園ファームガーデンのコスモス 茅ヶ崎駅 香川駅 10 茅ヶ崎市

１１月 　７日（木） 旧東海道を歩いて藤澤宿へ（国府津～平塚） 国府津駅 平塚駅 14 平塚市

２０日（水） KWA・PSアンコール②　汐見台公園（♯13）辻堂海浜公園（♯14） 辻堂駅 辻堂駅 10・18 藤沢市

２２・２３日（金・土）バスウォーク・世良田東照宮と前橋ウォーキングジャンボリー 群馬県

２６日（火） ゆっくりウォーク　江の島島内めぐり 片瀬江ノ島駅 藤沢駅 10 藤沢市

３０日（土） 湘南ふじさわの四季　鵠沼・片瀬の冬　㉔　 藤沢駅 藤沢駅 11 藤沢市

１２月 １４日（土） ゆっくりウォーク　文化財ハイキングコース・藤澤宿 藤沢駅 藤沢駅 10 藤沢市

２５日（水） 納めのウォーク　寒川神社 湘南台駅 宮山駅 15 寒川町

特別例会；５回；　ロータリーウォークＩＮふじさわ、ビーチクリーンウォーク、ふじさわ市民ウォーク2019、バスウォーク×２回

例会数；３８回（バスＷ含む）；（月ー4、火ー５、水ー５、木ー４、金ー３、土ー6、日ー９，バスＷ除く）

シリーズもの；湘南ふじさわの四季⑳～㉔　５回（春X２、夏、冬×2）、 相模國準八十八箇所めぐり⑦～⑧　２回

通常例会定番；藤沢七福神めぐり、ぐる～と湘南のみち、総会ウォーク、イヤーラウンドフリーウォーク、納めのウォーク寒川神社

   　　　　　　　　　

神奈川県ＷＡ委託例会；　パスポートＳ　１回、アンコール　１回

2019/7/19改訂



　１月２３日（水）　　江の島じっくり初詣
　２月２６日（火）　　キュンとする町藤沢宿と遊行寺
　３月２８日（木）　　桜大木が咲く鎌倉広町緑地
　４月２４日（水）　　伊勢原・杉山つつじ庭園散策
　５月２０日（月）　　トンボロ歩きでチョット冒険
　６月１０日（月）　　引地川親水公園に彩るアジサイ
　７月、８月　　　　　お休み
　９月２９日（日）　　藤沢市民まつりを楽しもう
１０月２１日（月）　　ありあけ買物ウォーク
１１月１２日（火）　　咲き誇る御所見のざる菊
１２月　５日（木）　　富士山に向かって湘南海岸を

 集合場所、最寄駅、コース、見所、最新情報等、詳しくは当会HP・会報「湘南ウォーカー」（公民館・秩父宮体育
館・小田急・長後～片瀬江ノ島駅間各駅に置いてあります）をご覧下さい。
【受　付】　９時３０分～１０時（６月のみ８時３０分～９時）
【距　離】　８～１０ｋｍ　　ゆっくり歩きます。ご自分の体力にあわせて途中までの参加でも結構です。
【参加費】　200円（市民活動補償保険付き）　【持ち物】お弁当、飲み物、歩きやすい服装、靴でご参加下さい。
【ウォーキング教室】　お昼休みに健康ウォーキング教室を行います。

いつでも・誰でも・好きな時に歩けるイヤーラウンドウォーク、当会設定の５コースをスタッフが初めての方と
ともに同行しサポートするウォークを毎月開催しています。

　１月２２日（火）　　藤澤宿コース（７ｋｍ）
　２月２１日（木）　　湘南海岸コース（１５ｋｍ）
　３月２６日（火）　　江の島コース（１２ｋｍ）
　４月１９日（金）　　大庭城址コース（２０ｋｍ）
　５月　９日（木）　　鎌倉山コース（１８ｋｍ）
　６月２１日（金）　　湘南海岸コース（１５ｋｍ）
　７月１９日（金）　　江の島コース（１２ｋｍ）
　８月２７日（火）　　藤澤宿コース（７ｋｍ）
　９月２７日（金）　　湘南海岸コース（１５ｋｍ）
１０月　８日（火）　　鎌倉山コース（１８ｋｍ）
１１月１５日（金）　　大庭城址コース（２０ｋｍ）
１２月１９日（木）　　江の島コース（１２ｋｍ）

【集合場所】　小田急百貨店２階正面入り口の左側（江ノ電への通路）

【参 加 費】　200円　　　　　【ゴール】藤沢駅南口「関水スポーツ」IVV等のスタンプを押印します。

　　　　　　　　【毎月第３火曜日実施】

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

4月16日（火）　　　　　　　 10月15日（火）

5月21日（火）　　　　　　　 11月19日（火）

6月18日（火）　　　　　　　 12月17日（火）

1月15日（火）　　　　　　　　7月16日（火）

2月19日（火）　　　　　　　　8月20日（火）

3月19日（火）　　　　　　　　9月17日（火）

２０１９年 ●ウォークメイト  ●イヤーラウンドウォークをスタッフと歩こう  ●クリーンウォーク   

湘南ふじさわウオーキング協会（略称；FWA）   事務局；藤沢市鵠沼橘2-5-5 

☎：0466(28)2052（受付時間9:00～17:00） FAX；0466(86)5111  URL；//shonan-fujisawa/jp/ 

201９年 クリーンウォーク 

201９年 ウォークメイト予定 

201９年 イヤーラウンドウォークをスタッフと歩こう  


