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第４回下総･江戸川ツーデーマーチ

ＣＷＡバスウオーク（１）

主 催／㈳日本ウオーキング協会・NPO 法人千葉県ウオー
協会
キング協会・いちかわ歩こう会
日 時／４月１０日(土)、１１日（日）
会 場／市川市 国府台スポーツセンター
参加費／一般：事前１，５００円 当日２，０００円
市川市民：事前７００円 当日１，０００円
中学生以下・無料
事前申し込み期限 平成２２年３月１５日（月）まで
コース／ 第１日目 江戸川･寅さんルート
第２日目江戸川･文学･史跡ルート
オプションコース（１５ｋｍ）
第１日目 矢切の渡し乗船コース
第２日目 美術館･記念館・寺社コース
コース
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《５００選対象コース》
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《Ｗ日本１８００対象市町村》
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健やか 爽やか

ウオーク日本１８００

茨城県 歩きたくなるみち５００選ウオーク
２００９年(平成２１年)
毎月１日発行
日 時／４月６日（火）
出 発／７時 20 分 ＪＲ千葉駅前
コース／５００選コース
茨城-０１（水戸）、茨城-０６（常陸大田）、茨城-０８（桜川）
参加費／（昼食代含む）
ＣＷＡ会 員
5,200 円
一
般
5,700 円
ＣＷＡバスウオーク（２）
第８回飯能新緑ツーデーマーチ参加者募集
ＫＫＬＭ（関東甲信越マーチングリーグ）で人気のある飯能新
緑ツーデーマーチにＣＷＡの宿泊バスを利用して参加しませ
んか。５／２１から５／２３の３日間で大会参加と埼玉県５００
選コース３ケ所をまわります。皆様のご参加をお待ちしていま
す。５回以上ご参加の方には年間完歩賞を差し上げます。
お楽しみに！！
期
日／５月２１日（金）～２３日（日）２泊３日
募集人員／４９名（予定）
宿
泊／飯能市内 奥むさし旅館 tel 042-973-2766
集
合／ ＪＲ千葉駅東口 ＮＴＴ前 集合６時５０分
出 発 ／５月２１日（金）７時
解
散／ ５月２３日（日）１９時頃 千葉駅ＮＴＴ前
参 加 費／ＣＷＡ会員２８，５００円 一般２９，５００円
＊大会参加費と昼食弁当代（3 食分）を含みます。
コ ー ス／
5/21(金) バス 埼玉-01（越生史跡と花の名所梅の里）
バス 埼玉-11（江戸巡礼古道をたどるみち）
5/22(土) 大会参加 名栗ルート 18kｍコース
5/23(日) 大会参加 宮澤湖 20kｍコース
大会 埼玉-06（天嵐山の史跡と森林浴のみち）
バス 埼玉-07（川越 小江戸めぐりのみち）
バスウオーク申込・問合せ先
飛田京子
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０４７－４６５－０８７３
携帯０９０-３３４４-０９７０

歩いてニッポンを元気に

ＣＷＡニュース
２０１０．３

１

第１０回｢成田道中膝栗毛｣ ４月３日(土)・４日(日)
≪W1800 日本 市川市・船橋市・八千代市・佐倉市・印旛村・酒々井町・成田市≫

主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782（なめた）
日 時／４月３日(土)～４日(日)
歩行形態／ロ ン グ：自由歩行
ショート：団体歩行
集 合／
第一日目：34km・15km 深川公園(東西線・大江戸線
門前仲町駅 徒歩 3 分）
第二日目：39km 北習志野近隣公園(東葉高速線・
新京成線北習志野駅 徒歩 5 分）
16km 内郷児童公園（京成佐倉駅 徒歩５分）
受付時間／ロ ン グ：８時～９時(随時スタート)
ショート：９時
解 散／
第一日目：34km 天沼弁天池公園 １７時
(JR・東武船橋駅 徒歩３分、京成船橋駅徒歩５分)
15km 中央森林公園 12 時(JR 新小岩駅 20 分)
第二日目：成田山新勝寺 １７時(JR・京成線成田駅 10 分)
参加費／当日受付のみ
大人/１,０００円・中学生以下無料(１日参加も同額)
コース／
第一日目：深川公園～千台堀川公園～中央森林公園
(15km ゴール)～中山法華経寺～天沼弁天池公園
第二日目：北習志野近隣公園～京成バラ園～佐倉ふるさと
村～岩名運動公園～(内郷児童公園１６ｋｍスタート)～
麻賀多神社～成田山新勝寺
○みどころ 江戸時代の成田詣での道、随所に満開の桜が
見られます。

(注)この大会はスタート地点で配布されるコース地図と要所
要所のコマ図を頼りに歩いていただきますので、矢貼り・交
通誘導が無いことをご承知おきください。
【特別】千葉の水回廊＆疏水百選印旛沼ウォーク
《Ｗ日本 1800 千葉市・八千代市・佐倉市・印西市(印旛村)・
行事名 ｋｍ
酒々井町》《500 選１２－０２》
主 催／ちば歩こう会 ☎ 080-3421-0267（田口）
日 時／４月３日(土) 下記実施要領
参加費／５００円
２

CWA ニュース
２０１０．３

健やか 爽やか

ウオーク日本１８００

４０ｋｍコース

２０㎞コース

１０ｋｍコース

集合
新検見川公園（JR 新検見川 徒歩 ２分）
場所
集合
午前 ８時
午前 ９時
時間
大和田排水機場（京
解 散 京成酒々井
京成ユーカリ
成大和田駅
場所 駅前
が丘駅前
徒歩 １０分）
歩行
方法

自 由

自 由

自 由・団 体

○みどころ 花見川～印旛沼まで水辺は桜・花木・野鳥の
声・水田風景など心地よい自然を触れながら春を満喫して歩
いて下さい。（５００選コース）
犬吠崎ウオーキング

１１ ｋｍ

《Ｗ日本 1800 銚子市》
主 催／CWA ☎ 043-255-0141
後 援／犬吠埼京成ホテル
日 時／4 月 4 日(日) 9 時 30 分 自由歩行
集 合／犬吠埼駅（銚子電鉄）
参加費／３００円
解 散／１４時頃 犬吠埼駅
コース／犬吠埼駅～満願寺～地球の丸く見える丘展望館～
渡海神社～銚子マリーナ～犬岩～外川港と郷土資料館～犬
吠崎京成ホテル～犬吠埼灯台～君ヶ浜～文学碑～海鹿島町
～犬吠崎駅
○みどころ 太平洋に突き出た犬吠埼の雄大な自美と
点在する文学碑
地球が丸く見える丘展望館：本当に丸く見えるのです。また日
の出と夕陽が見られる場所です。渡海神社に向かう途中右手
方向には屏風ヶ浦の全景が見られます。
銚子マリーナ：付近には綺麗な渚が、少し足を伸ばすと屏風
ヶ浦をま近に見られます。
犬若：義経伝説における犬若、格好いい岩。
外川ミニ郷土資料館：外川と銚子を愛する島田康枝館長の歴
史話と漁師の晴れ着、とにかく見学されたら何かがあります、
必見。
犬吠崎灯台：明治 7 年イギリス人 R・プラントンにより造られた
灯台で固い岩石の上に立っています。この地層は中世代の
白亜紀、およそ 1 億2 千万年前の地層です。灯台下海岸には
生痕化石やれんこん化石とストーム堆積構造が見られます。
海岸崖地の植物も見てください。
文学碑：犬吠埼では、佐藤春夫、高浜虚子、尾張稲草の碑、
海鹿島町では小川芋銭、竹下夢二、国木田独歩の碑を訪ね
ます。
特 典／太陽に１番最初に会えるホテル犬吠崎京成ホテル
では１泊２食、２名様ご利用時（税金・入湯税込）土曜日宿泊
（通常￥21,150 を￥16,950） 日曜日宿泊（通常￥16,950 を
￥12,750）お風呂（\1,500 を\1,000） 土曜日・日曜日ランチバ
歩いてニッポンを元気に

イキング開催中\1,800 当日京成ホテルからのドリンク提供が
あります
（犬吠崎京成ホテル☎ 0120-31-5489）
緑の風に吹かれて～柏の葉キャンパスから
利根運河～ １３ ｋｍ
《500 選 千葉 12‐09》《Ｗ日本 1800 柏市・野田市》
主 催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
日 時／４月４日(日) ９時
団体歩行
集 合／柏の葉キャンパス駅前広場 （つくばエクスプレス線
柏の葉キャンパス駅東口徒歩０分）
参加費／CWA 無料・その他３００円
解 散／１４時３０頃 利根運河水辺公園 (東武野田線
運河駅へ徒歩 3 分）
コース／柏の葉キャンパス駅～自然公園として生まれ変った
「こんぶくろ池」～けやき通り～柏の葉公園～円福寺～理窓会
自然公園（昼食）～運河水辺公園
○みどころ 桜の花を愛で、樹林帯を歩きながら森林浴を楽
しみます。
柏の春を訪ねて

２６／１４ ｋｍ

《Ｗ日本 1800 柏市》
主 催／東葛ウォーキングクラブ ☎090-3345-8750 （古宮）
日 時／４月４日(日) ９時
自由歩行
集 合／新柏駅前広場（東武野田線新柏駅改札前徒歩０分）
参加費／ＣＷＡ無料・他協会３００円・その他５００円
解 散／１６時、最終ゴール受付け
コース／新柏駅前広場～刈込坂交差点～大津川沿い～ヒド
リ橋～柏ふるさと公園・ショートは大堀川沿いへ桜並木を歩き
ます。ロングは旧吉田邸～柏ビレジ～柏の葉公園～豊四季駅
（ショートと合流）～西口第一公園ゴール
○みどころ 大津川沿いや手賀沼の自然と、大堀川
沿いの若い桜並木で春一杯を楽しんでいただきます
柏ビレジのビオトープも見所の一つ
普段歩く事の少ない柏市街地の春をご覧ください
１８００は、柏市を認定・押印します
第８８ 回 平日楽々ウォーク
1６ ｋｍ
チューリップ観察ウォーク ［印旛沼］
《Ｗ日本 1800 酒々井町・佐倉市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 090-8891-4439（中嶋）
日 時／４月１５日(木) ９時 団体歩行
集 合／ＪＲ酒々井駅西口（京成酒々井駅徒歩１０分）
参加費／ちば歩１００円・その他３００円
解 散／１５時頃 ＪＲ佐倉駅広場（途中で京成佐倉方面
１４ｋｍの一時解散）
○みどころ 酒々井の由来「酒の井」、国跡本佐倉城跡など
を見た後、京成大佐倉駅径由して岩名運動公園でトイレ休憩。
オランダ風車と色とりどりのチューリップに囲まれたふるさと広
場で昼食となります。ゆっくりと満喫してください。その後本隊
は途中で京成佐倉駅の一時解散組と別れＪＲ佐倉駅に向か
健やか 爽やか
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います。
銚子西部大地ウオーク

１１ ｋｍ

《Ｗ日本 1800 銚子市》
主 催／東総歩こう会 ☎ 090-3548-4321（伊形）
日 時／４月１８日（日）９時３０分 団体歩行
集 合／松岸駅(ＪＲ総武本線)
参加費／ＣＷＡ無料・その他３００円
解 散／１４時頃 総武本線銚子駅
コース／松岸駅～見晴台テレビ塔～広域農道～イオン銚子
店～高松池～銚子駅
〇みどころ テレビ塔、風力発電の風車、キャベツ畑とイオ
ンジャスコ銚子店
八鶴湖探訪ウオーク １３ ｋｍ
《Ｗ日本 1800 東金市・大網白里町》
行事名 ｋｍ
主 催／ちば歩こう会 ☎ 0４3-246-8267 （達 育子）
日 時／４月１８日(日)
９時
団体歩行
集 合／旧大網駅跡地（ＪＲ外房線大網駅徒歩７分）
参加費／CWA 無料・その他 300 円
解 散／１４時３０分頃 八鶴湖（ＪＲ東金線東金駅
徒歩１０分）
○みどころ 桜と新緑を楽しむ、八鶴湖、雄蛇ヶ池と歴史遺産
本國寺（宮谷県庁跡）、日吉神社、本漸寺（徳川家康のお手植
みかん）を訪ねるウォークです。
第５７回さわやかウオーク ２０／１３ ｋｍ
｢行徳のお寺と新緑の野鳥の楽園散策｣
≪W1800 日本 市川市・浦安市≫
主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782（なめた）
日 時／４月２４日(土) ９～１１時 自由歩行
集 合／小栗原蓮池公園（京成中山駅 徒歩３分）
受 付／（受付後随時スタート）
２０／１３ｋｍ共：１０時～１１時
ゴール／葛飾八幡宮（ゴール受付：１２時３０分～１６時）
参加費／無料
解 散／葛飾八幡宮（京成八幡駅 徒歩３分）
コース／小栗原蓮池公園～新行徳橋東詰～寺町公園～
（分岐点）～行徳駅前公園～野鳥観察舎～いこいの広場～
（合流点）～常夜灯公園～行徳橋東詰～葛飾八幡宮

歩いてニッポンを元気に

ＣＷＡニュース
２０１０．３

３

○みどころ 行徳の権現道に沿って点在するお寺を散策、
お寺を過ぎて新緑のまぶしい市川野鳥観察舎で、野鳥の観
察或いは初春の草花を見つけて、一日を楽しんでください。
皇居一周・北の丸公園・東御苑ウオーク

１３ ｋｍ

《500 選東京都 13-01》
主 催／いちかわ歩こう会
☎090-2153-3749（西本）
日 時／ ４月２５日（日） ９時
団体歩行
集 合／日比谷公園 健康広場(ﾃﾆｽｺｰﾄ横)
（都営・メトロ地下鉄日比谷駅 徒歩 ３分）
参加費／CWA 無料・その他３００円
解 散／１４時頃 日比谷公園健康広場 （都営・メトロ地下鉄
日比谷駅 徒歩 ３分）
コース／日比谷公園～愛宕神社～NHK 放送博物館～憲政
会館～千鳥が淵～北の丸公園～皇居東御苑～皇居前広場
○みどころ 世界で最初にテレビを作った国・日本「ＮＨＫ放
送博物館」から船の神様「金毘羅宮」、三権分立の塔、憲政記
念館、元近衛師団司令部跡の「国立工芸館」、千代田城は手
入れの行き届いた花木の美しさ「東御苑」等など歴史を楽しみ
ながら歩きましょう

主 催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
後 援／我孫子市教育委員会
日 時／４月２９日(祝)
会 場／我孫子市手賀沼公園（ＪＲ常磐線我孫子駅南口徒歩
１０分）案内あり
参加費／事前申込み￥５００・当日参加￥７００（我孫子市民
￥５００）・中学生以下は無料･小学生以下は保護者の同伴を
要す（歩行傷害保険料を含む）
ゴール／ １５時までにゴールをお願いします
① 7 ㎞ 大正浪漫コース
受付 9:00～ 出発式 9:40～ 団体歩行
天神坂の柳宗悦邸跡、嘉納治五郎別荘跡、志賀直哉邸跡な
ど、文人文化人ゆかりの地から鳥の博物館、水の館、130ｍの
藤棚などを訪れ、遊歩道を手賀沼公園に戻る。
② 15 ㎞ 手賀沼北岸、谷津田コース
受付 9:00～ 出発式 9:40～ 自由歩行
① コースの地域のほか、手賀沼北岸遊歩道から五本松
公園、都部・岡発戸に残る貴重な谷津田を抜け東我孫子、高
野山地区を通り手賀沼公園に戻る。
③ 23 ㎞ 手賀沼西半周、手賀沼北岸遊歩道、谷津田コ
ース
受付 8:20～ 出発式 9:00～ 自由歩行
手賀沼の西側を半周し手賀大橋を渡り、②のコースに入る。
※①②③コースとも 500 選【千葉 12-01】認定。
※ウオーク日本 1800 認定
①②コースは我孫子市
③コースは我孫子市・柏市
ＣＷＡウオーキング教室

４月の予定

教室は県内4箇所で開催致します（雨天中止）

沼南の史跡と自然ウオーク

２２／１４ ｋｍ

《Ｗ日本 1800 我孫子市・柏市》
主 催／東葛ウォーキングクラブ☎ 090-3345-8750 （古宮）
日 時／４月２８日(水) ９時 自由歩行
集 合／天王台西公園(常磐線天王台駅南口より 徒歩３分)
参加費／東葛無料・その他３００円
解 散／ショートコースは手賀の丘公園がゴールとなり、ここ
からバスで柏駅東口へお帰り頂きます。ロングはスタートの西
公園に戻ってきます
コース／天王台西公園～湖北駅前～浅間橋～鳥見神社～
旧手賀教会堂～興福寺（手賀城跡）～手賀の丘公園バス停
（ショートゴール）～弘誓院～将門神社・龍光院～道の駅しょう
なん～天王台西公園・ロングゴール
〇みどころ 普段では中々行く事のできない沼南の史跡を
訪ね歩いて頂きます。旧手賀教会堂は必見です後半の弘誓
院・将門神社もぜひ訪ねてください。
特別行事

第 7 回 我孫子・大正浪漫ウオーク
２３／１５／７ ｋｍ

日本市民スポーツ連盟認定・美しい日本の歩きたくなる道
500 選認定・ウオーク日本 1800 認定大会
４

CWA ニュース
２０１０．３

健やか 爽やか

ウオーク日本１８００

4月3日
（土）

受付 船橋市 天沼弁天池公園
場所 （JR・東武船橋駅 徒歩５分）
集合 9時30分
解散 1３時頃

4月3日
（土）

受付 我孫子市 手賀沼公園
場所 （JR我孫子駅 徒歩10分）
集合 9時30分
解散 1３時頃

4月10日 受付 佐原中央公民館
場所 （JR佐原駅より徒歩３分）
（土）
集合 ９時
解散 12時頃
4月24日 受付 千葉市海浜幕張駅南口
場所 （JR海浜幕張駅南口 徒歩1分）
（土）
集合 9時30分
解散 13時頃
＊ 参加費３００円（資料代、保険料等）昼食・飲み物・敷物持参

問い合せ：TEL ０４３－２５５－０１４１
NPO法人千葉県ウオーキング協会
歩いてニッポンを元気に

第 ９ 回 忠敬江戸入りフォーデーウオーク報告
実施日：平成２２年１月２１日（木）～２４日（日）
佐原から江戸へ１３５ｋｍの工程を自由歩行と団体歩行の２種
類を実施しました。私は団体の役員として参加しました。距離
と参加人数は以下のとおりです。
1 月２１日（木） 自由 ３４ｋｍ １０３名
団体 １２ｋｍ ７７名
1 月２２日（金） 自由 ３８ｋｍ ８８名
団体 １５ｋｍ ４９名
1 月２３日（土） 自由 ３８ｋｍ １４７名
団体 １６ｋｍ １１０名
1 月２４日（日） 自由 ２５ｋｍ ２１５名
団体 １８ｋｍ １３０名
初日はＣＷＡ達会長の挨拶「地域の人や仲間との交流をし
ながら無事にゴールしてほしい」と力強く激励されました。続
いて黒岩香取市副市長が歓迎と、佐原の遺跡や歴史的な町
並みを楽しんで下さいと挨拶されました。
地元、東総歩こう会の伊形会長より「今日一日を楽しく完歩しよ
う」の挨拶を受けて団体歩行は出発しました。
大寒とは思えない程の晴天にめぐまれ、暖かい日和のウォ
ーキングでした。休憩昼食場所の観福寺では、美味しい甘酒
の接待があり、ホットした一時でした。
途中の法界寺と伊能忠敬銅像では説明があり、大変勉強にな
った一日で１４時頃ゴールしました。
２日目は昨日と打って変わって大西風に見舞われ、向かい
風の寒い所もあり大変でした。
昼食の房総のむらでは自然豊かな景色に心が洗われました。
食後、ウォーキング教室とストレッチを実施し、午後は足取りも
軽く、１４時前にゴールです。
３日目は土曜日ということもあり、北総の仲間が大勢参加して
下さり、有難く思いました。
静かなウォーキング日和に恵まれ、昼食場所ではゆっくりくつ
ろぐ事が出来ました。食後２班に分かれてウォーキング教室と
ストレッチを実施し、１４時少し前ゴール出来ました。
４日目の最終日は、東京からの参加者も増え、市川関所跡
で出発式後、４班に分かれて深川の富岡八幡宮を目指しスタ
ートしました。ゴールの神社手前で４日間完歩者を先頭にして
隊列をととのえ、境内に入って全員で神主のお祓いを受けて、
４日間のウォーキングを締めくくりました。
各歩こう会の皆様、ご協力ありがとうございましたた。お疲れ
様でした。
CＷＡ 山田 美恵子
ウオーキング指導員養成センターだより
千葉県ウォーキング指
導員養成センターは県内
のすべての市町村に広く
ウォーキング指導員を配
し、地域に密着したウォ
ーキングの普及・啓蒙活
動を行い、県民の健康増
進と地域のコミユニケー
ションに役立とうと高い理念のもとにスタートしました。
健やか 爽やか

２００８年１２月に第１回認定講習会を開催以来、２０１０年２月
１４日で第５回目を迎え、累計で６７名のウォーキング指導員を
県内各地に輩出致しました。
新しくウォーキング指導員になられた方々には、今後とも
スキルアップに努めて頂きながら、ＣＷＡと共に地域のウォー
キング普及活動に活躍される事を期待しております。
受講された方々の状況は次の通りです。
① 受講者数(１～５回累計) ： ６７名
② 男女の割合 ： 男 ４５名(67%)
女２２名(33%)
③ 年令別割合 ： ４０代以下 ３名（４％） ５０代 １６名（２
４％）６０代 ４２名（６３％） ７０代 ６名（ ９％）
④ 現役の割合 ： 現役 ２５名(３７％) 無職 ４２名(６３％)
⑤ 歩こう会等への加盟状況 ： 加盟済 ３１名(４６％)
⑥ 市町村別受講者数 ：千葉市８名・船橋市３名・柏市１２名・
市川市１３名・流山市４名・栄町４名・匝瑳市２名・我孫子市
２名・野田市１名・八千代市１名・印西市１名・鎌ヶ谷市２
名・四街道市１名・市原市１名・富津市１名・君津市１名・旭
市１名・大網白里市１名・香取市１名・ 県外７名
＊２０１０年度も引き続きウォーキング指導員認定講習会を行
いますのでＣＷＡ及び地域団体の会員の方でウォーキング指
導員資格を未取得の方は、是非受講いただきたくお願い致し
ます。また、お知り合いの方々へのご紹介もよろしくお願い致
します。
今後のウォーキング指導員認定講習会のお知らせは開催の
都度 ①ＣＷＡニュース ②ＣＷＡホームページ ③パンフレ
ット等でお知らせいたします。
ＣＷＡウォーキング指導員養成センター事務局 佐々木 篤夫
ウオーキング雑学:シリーズ･７
歩き方の基本を覚えよう！
「目線はいつも景色を楽しむ顔の位置」
疲れてくると、顔はつい下を向きがちになるようです。
下を向くと頭が下がり、肩が落ち、腰から膝曲がって、体全体
が沈んだとぼとぼ歩きになります。
自分のつま先が見えるのは、頭が下がっている証拠です。
美しい姿勢を思い出してください。目の位置と同じ高さのもの
を目標にするとよいでしょう。
景色を楽しむ気持ちになると、目線をよい位置に保てます。
その視界には、３～５メートル先の地面は見えますから、障
害物は十分よけられます。下を向いて歩いていると、障害物を
よけきれないのです。
腕は足の動きに合わせて自然に振ります。
速く歩くとひじは自然に曲がり、コンパクトに前後に速く振れて
きます。そうすると、左右のぶれも少なくなります。
手さげかばんや肩掛けのショルダーバ
ックなど、手に荷物を持っていては、こ
の動きを妨げてしまいます。両手を自由
にして、体の中心に重心がくるような荷
物の持ち方を考えましょう。
実業之日本社「健康ウオーキング」
（社）日本ウオーキング協会編書より

ウオーク日本１８００

歩いてニッポンを元気に

ＣＷＡニュース
２０１０．３

５

ウオーク日本１８００ ２０１０年踏破予定市町村図
２０１０年中にウオーク日本１８００で踏破する予定市町村図です（コース変更などで変る場合があります）

５６市町村中３４踏破予定

６

ＣＷＡニュース
２０１０．３

