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夏季研修会を下記により開催致します。 尚、詳細につい 

ては別途ご案内申し上げます。 

―記― 

１． 日 時：平成２２年７月２５日（日） 

２． 場 所：千葉県青少年女性会館  

     千葉市稲毛区天台６－５－２ 

３． 問合先 ：  携帯：０８０-３４０２-８０９３（佐々木） 

 

 

「山梨県  歩きたくなるみち５００選ウオーク」 

日 時／６月２２日（火） 

集 合／７時 ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前 

出 発／７時１５分（準備出来次第）            

コース／５００選コース            

山梨-01（清里開拓の道・安池興男物語のみち） 

    山梨-03（信玄棒道から三分一湧水をたどるみち） 

    山梨-08（日本三大堰・徳島堰をたどるみち） 

参加費／（昼食代を含む） 

       ＣＷＡ会員  5,400円  

       一   般  5,900円               

 

  

「神奈川県 歩きたくなるみち５００選ウオーク」 

日 時／７月６日（火） 

集 合／７時 ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前 

出 発／７時１５分（準備出来次第出発）           

コース／５００選コース            

神奈川-03（横須賀・海の手文化を訪ねるみち） 

神奈川-04（城ヶ島・入り江のみち） 

神奈川-06（江ノ島と湘南の海浜のみち） 

参加費／昼食代を含む 

  ＣＷＡ会員  5,400円  

      一   般  5,900円           

  

 

 

 

 

 

募集いたします！！ 先日４月１０日～１１日に行われ

ました「第４回下総・江戸川ツーデーマーチ」には韓国原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

州市から１０名の方々が参加されました。 

今回、第５回ウオーキングツアー仲間を募集いたします。

ウオーカーの皆様！ 是非ご参加ください。 

参加日程／期間：2010年 10月 29日(金)～11月 01日(月) 

４日間 

10/29(金)成田発 09:25  KE-706→ソウル（仁川）着 11:50 

専用車にて江原道原州へ（100km強・弁当)原州到着後、

ウォーキング・イベント「平和の鐘 鐘打式」・「国際親

善の夜」参加（原州観光ホテル泊） 

10/30(土) (朝食後) 原州国際ツーデーマーチ参加(弁当)

（原州観光ホテル泊夕食無） 

10/31(日) (朝食後) 原州国際ツーデーマーチ参加(弁当)、 

パレード終了後、専用車にて原州発ソウルへ。「南浦麺

屋」にてプルコギの夕食後、〈ホテル・エルーイ泊〉 

11/01(月) (朝食後)ホテル発  9：00。  ソウル市内観光。

「古宮」にてビビンバ昼食後。仁川空港発 18：00 

 KE-705。成田着 20:45着予定 解散。 

旅  行  代  金: ８６,０００円 

（航空券、ホテル代３泊、一部屋２名宿泊） 

(ホテル一人部屋 追加 24,000円) 

大会参加登録料：５,０００円(予定) 

（参加費、弁当、ウエルカム・パティー代） 

成田空港使用料：２,５４０円 

仁川空港サービス料：２,４００円 

燃 油 付 加 運 賃：１,２００円  

(3月 31日現在、時間及為替変更の場合有)  

合 計：９７,１４０円  

＊ツアー参加中は団体行動を基本としますので歩行距離

は２０ｋｍ、１０ｋｍに制限させていただきます。 

＊申込は郵便番号、住所、氏名、電話番号、性別ご記入の

うえ、６月末(締切)までにＦＡＸ願います。 

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０４７-３３８－１６０９ 

 いちかわ歩こう会  森田悦治 宛 

 

 

CWA 事務所は平成 22 年 5 月 26 日（水）に下記へ移転しま

た。 〒263-0016 千葉市稲毛区天台 6丁目 5番 2号 

千葉県青少年女性会館２階 

電話／FAX番号の変更はありません。（４面に地図掲載） 

青少年女性会館の休館日が月曜日のため CWA事務所の執

務は火曜日～金曜日の平日１０時～１７時となります。 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO法人千葉県ウオーキング協会 ２０１０年（平成２２年） 毎月１日発行 編集責任者 黒岩 康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会  ２００９年(平成２１年) 毎月１日発行 

通算第１１０号 

６ 月 号 

ＣＷＡバスウオーク（１） 

 

 

ＣＷＡバスウオーク（２） 

 

 

第１６回 韓国 国際ツーデーマーチ・原州(ｳｵﾝｼﾞｭ) 

 

 

発行 NPO法人千葉県ウオーキング協会 
〒263-0016千葉市稲毛区天台6丁目5番2号 

千葉県青少年女性会館２階 
電  話 （ ０ ４ ３ ） ２ ５ ５ - ０ １ ４ １  
Ｆ Ａ Ｘ （ ０ ４ ３ ） ２ ５ ５ - ０ ２ ０ ４  
郵便振替口座番号００１１０-４-４０４２５６ 

http://homepage2.nifty.com/npocwa/ 
e-mail:npocwa@nifty.com 

 
npocwa@nifty.com 

NPO法人千葉県ウオーキング協会 ２０１０年（平成２２年） 毎月１日発行 編集責任者 黒岩 康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会  ２００９年(平成２１年) 毎月１日発行 

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 

ＣＷＡ夏季指導員研修会開催案内(予告) 

ＣＷＡ事務所移転のお知らせ 

http://homepage2.nifty.com/npocwa/
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 《W日本１８００ 市川市・浦安市》 

主 催／いちかわ歩こう会  ☎090-7016-6224(榎本) 

日 時／７月３日（土）７時３０分  団体歩行 

集 合／本八幡公園（ＪＲ総武線本八幡駅南口 徒歩４分) 

参加費／CWA無料・その他３００円 

解 散／１２時頃  ＪＲ京葉線新浦安駅 

コース／本八幡公園～新行徳

橋～徳願寺～常夜灯～権現道

～行徳公民館～行徳駅前公園

～行徳野鳥観察舎～浦安市郷

土博物館～若潮公園～新浦安

駅 

○みどころ 徳川家康ゆかりの

徳願寺から、新しくなった常夜灯公園へ、昔の面影を残す権

現道を通り、行徳野鳥観察舎、浦安の歴史がわかる浦安郷土

館へ、境川沿いを若潮公園を経由して変貌著しい新浦安駅

へ。 

 

 

 

《W日本１８００ 船橋市》 

主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782（なめた） 

日 時／７月４日(日) ７時３０分  団体歩行 

集 合／天沼弁天池公園（ＪＲ船橋駅 徒歩５分） 

参加費／ＣＷＡ無料・他協会３００円・その他４００円 

解 散／勝間田公園（ＪＲ西船橋駅 徒歩５分) 

コース／天沼弁天池公園～長津川親水公園～八幡神社～

金子家～神明神社～行傅寺～行田公園～熊野神社（タブノ

キ）～光明寺（ツバキ）～葛羅の井（ケヤキ）～葛飾神社（クロ

マツ）～勝間田公園 

○みどころ 船橋西部地区には名木、巨木、巨樹、古木が

多数あり、特に「船橋名木１０選」の内、４ヶ所に名木がありま

す。熊野神社のタブノキ、光明寺のツバキ、葛羅の井のケヤ

キ、葛飾神社のクロマツです。他に巨木では伊藤家、内田家

のケヤキ、金子家のタブノキ、神明神社のスダジイ、イチョウ、

ケヤキ、行傳寺のイチョウ、ケヤキ、大六天のタブノキ、光明

寺のタブノキとその隣の八坂神社のイチュウとケヤキ、勝間田

公園のケヤキなどを巡ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その土地に住む人々に何百年もの長い歳月、愛され、親し

まれ、守られ、やがて人々を見下ろす程に大きく成長し、どっ

しりと根を下ろした堂々たる巨幹、木肌には歴史が刻まれ、空

に大きく手を広げた大枝を見ると心打たれるものがあります。 

 

 

 

《５００選 千葉 １２－７》 

《W日本１８００ 鋸南町・南房総市》 

主 催／東葛ウォーキングクラブ☎ 090-3345-8750(古宮） 

日 時／７月７日(水) 9時30分～11時30分 自由歩行 

     千葉駅発１０時の館山行きまで間に合います 

集 合／安房勝山駅前広場（ＪＲ内房線安房勝山駅下車 徒

歩０分） 受付け終了次第スタート 

参加費／東葛ＷＣ無料・その他３００円 

解 散／１６時頃 ＪＲ内房線富浦駅 

コース／駅前広場～勝山学園～道の駅富楽里～伏姫 

籠穴～岩婦湖～カ

ーネーション団地～

富浦駅前ゴール 

○ みどころ  

集合・出発時間に余

裕を持たせました。 

安房勝山駅着１１時２

７分（千葉駅発１０時）

まで参加を受付けま

す。 とみさんには登りませんが、房総の自然を充分お楽しみ

下さい。 

 

 

 

《W日本１８００ 習志野市・船橋市 》 

主 催／いちかわ歩こう会  ☎090-2499-1925 板垣 

日 時／７月１０日(土) ８時  団体歩行 

集 合／津田沼駅南口モリシア前 

参加費／いち歩無料・CWA２００円・その他３００円 

解 散／１３時頃 ビール工場（ＪＲ新習志野駅へ徒歩３０分） 

コース／京成谷津駅～谷津公園(バラ園)～谷津干潟公園～

若松公園～ビール工場～自由歩行～新習志野駅 

○みどころ  真夏のウォークの後で、ゴールのビールを目

指し、さわやかな汗を流しましょう。出来たてのビールで喉を

潤しませんか？ 

 

（お願い）ビール

工場見学が１１時と

１２時の２班に分か

れます。時間の関

係上１１時の第一

班は足に自信のあ

る方々にご参列お

願いいたします。    

早朝ウオーク            １１ ｋｍ 

（初夏の長津川と船橋の名木とのふれあい） 

 

せっかくウオーク inとみさん  １７ ｋｍ 

 

 

早朝ウォーク (行徳・浦安）  １２ ｋｍ 

 

ビール工場見学ウォーク(サッポロビール) １１ ｋｍ 

 

熊野神社のタブノキ 



                             ＣＷＡニュース  ３ 
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教室は県内4箇所で開催致します（雨天中止）

7月3日 千葉市海浜幕張駅南口

（土） （JR海浜幕張駅南口　徒歩1分）

集合 9時30分

解散 13時頃

7月10日 我孫子市　手賀沼公園

（土） （JR我孫子駅　徒歩10分）

集合 9時30分

解散 1３時頃

7月10日 旭市（スポーツの森）

（土） （JR総武本線旭駅　徒歩25分）

集合 ９時

解散 1２時頃

7月17日 船橋市　天沼弁天池公園

（土） （JR・東武船橋駅　徒歩５分）

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

受付
場所

受付
場所

受付
場所

受付
場所

 

 

《W日本１８００ 千葉市》 

主 催／ちば歩こう会 ☎ 043-227-8093（山口冨士夫） 

日 時／７月１７日(土) ７時４０分  団体歩行 

集 合／緑区役所（ＪＲ外房線鎌取駅 徒歩５分） 

参加費／ＣＷＡ無料・その他３００円 

解 散／１１時３０分頃 千城台駅（千葉都市モノレール） 

コース／緑区役所～東光院～平和公園南門～いきいきプラ

ザ～千城台公園～千城台駅 

○みどころ 平山お願

い薬師さまとして親しま

れている東光院に参拝

し、平和公園外縁径由

で千城台への緑深い道

を午前中の涼しいうち

に歩きます。弁当は不

要です。 

 

 

《W日本１８００ 銚子市》 

主 催／ＣＷＡ ☎043-255-0141 

主 管／東総歩こう会  ☎090-3548-4321（伊形） 

日 時／７月１８日(日) ９時４０分  団体歩行 

集 合／犬吠駅（銚子鉄道） １０時２０分出発予定 

参加費／３００円 

解 散／１４時３０分頃 銚子市役所（JR銚子駅へ徒歩15分） 

コース／犬吠駅～怒涛巡り～

灯台～君ヶ浜～海鹿島海岸～

夫婦ヶ鼻公園～ウオッセ（昼

食）～第三魚市場～大新河岸

公園～銚子市役所 

〇みどころ 怒涛巡り遊歩道

と犬吠灯台、夫婦ヶ鼻公園と第

二魚市場からの銚子新大橋 

 

 

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／7月 18日(日) ９時  団体歩行 

集 合／守谷駅前広場 （つくばエクスプレス（TX）線または 

関東鉄道常総線守谷駅 徒歩 0分） 

参加費／CWA無料・その他３００円 

解 散／15時 30分頃 守谷駅 

コース／守谷駅(明治神宮)～新守谷駅～立沢公園（ｗｃ）～ 

せせらぎの小道～川の一里塚～四季の里公園（昼食・ｗｃ）～ 

ビール工場見学～守谷駅 

○ みどころ せせらぎの小道から川の一里塚、竹林など足 

に優しい道を歩きます。そしてビール工場へ。出来たての美

味しいビールで乾杯し、夏ばて解消しましょう。 

 

 

 

 

 

《W日本１８００ 船橋市・習志野市》 

主 催／ちば歩こう会  ☎ 090-1502-4664 （平山） 

日 時／７月２２日(木) ８時３０分  団体歩行 

集 合／ＪＲ京葉・武蔵野線南船橋駅前 

参加費／ちば歩１００円・その他３００円 

解 散／１３時３０分頃 若松公園（ＪＲ南船橋駅へ徒歩１０分） 

○みどころ 暑いです。塩の風、ビールの味で暑さを吹きと

ばしましょう。８０名は１１時から工場へ。８１名以降５０名の方

は昼食後、１２時から工場へ案内します。 

 

 

《W日本１８００ 流山市・柏市》 

主 催／東葛ウォーキングクラブ☎ 090-3345-8750（古宮） 

日 時／７月２８日(水) ９時  自由歩行 

集  合／流山駅裏広場（流山電鉄線流山駅より 徒歩約    

２分（常磐線馬橋駅又は新松戸駅乗り換え）） 

参加費／ＣＷＡ無料・他協会３００円・その他５００円 

解  散／１４時（最終ゴール受付け） 西口第一公園 

コース／駅裏広場～コミニティープラザ～柏の葉～ 

岩田園～勝橋～西口第一公園ゴール 

〇みどころ ビール工場見学ウォークではありませんので御

注意ください。事前に販売するビール券５００円と引き換えに

冷たいビールを飲んでいただきます。 

        

 

早朝ウオーク 「東光院を訪ねる」  1０ ｋｍ 

ちば七廻道「渚コース」  １０ ｋｍ 

 

熊野神社のタブノキ 

夏だ！ ビールで乾杯ウォーク １５／１１ ｋｍ   

 

 

 

夏バテ解消・ビールで乾杯  １３ ｋｍ 

 

 

ＣＷＡウオーキング教室   ７月の予定 

 

第９１回 平日楽々ウオーク  １０ ｋｍ 

      「ビール工場見学 ウオーク」 



４  ＣＷＡニュース 

    ２０１０．６  健やか 爽やか ウオーク日本１８００ 歩いてニッポンを元気に  

 4月 4日春らしい陽の中、ここ銚子犬吠崎駅には銚子  

実施日：平成２２年５月１６日（日） 団体歩行２６／１４キロ 

好天にめぐまれ、ＪＲ外房線本納駅から参加者が続々降りられ

てウォーキングが始まりました。遠方の栃木からお越しのご夫

妻をはじめ１８７名もの参加者は皆歩く意欲満々でした。はや

る気持ちをおさえて、片山副会長の挨拶、コース説明、矢田貝

さんのストレッチを行い９時１０分３班に分かれて出発しました。

一次解散で昼食予定地でもある古所海岸までは約１４ｋｍと前

半がややタフなコースと

なっておりましたが、竹や

ぶで軽快な鳴声を響か

せているウグイスに背中

を押され、たばこを栽培し

ている畑や ジャガイモ

の紫や白い花が咲き始

めた田園の中、皆快調な足取りで予定通り海岸に到着し、班

毎にストレッチして潮騒を聞きながら昼食。午後は一次解散（１

４ｋｍ）と分かれ、砂浜のおよそ５ｋｍは自由歩行でありましたの

で、三々五々はだしで波打

ち際を歩く人もいて、初夏

をおもわせる気温にもかか

わらず心地よい浜風を体い

っぱいに浴びて一松海岸

に到着。ここから再び隊列

を整え、約７ｋｍ先のゴールを目指し、 １５時３０分無事ＪＲ上

総一ノ宮駅に到着しました。解散式後は初鰹を堪能された人

もおられたようで、全員日ごろのストレスを太平洋の荒波で心

洗われて帰路につきました。多数の参加有難うございました。

来年のご参加もお待ちいたします。 

                    コース担当 市東 一之  

 

 

CWA事務所の移転に伴い、従来弁天事務所で管理していた

イヤーラウンドコースをそごう千葉店が引き継ぎ、４コー

ス（２３、１６、１５，１１ｋｍ）を運営します。受付は

同店９階スポーツ用品売り場で原則１０時からですが、事

前申し込みも可能としましたので、受付窓口で予め参加費

を支払い、参加カードとコース地図を貰い、後日歩いた後、

当該カードを窓口に提出し、IVV を受け取ってください。

なお３０回毎の無料券２枚贈呈は従来どおりです。 

 

 

健やか 爽やかウオーク日本１８００ 

5月7日現在35市町村を踏破しました。 

 

市町村合併に対する取り扱い 

印西市、印旛沼村、本埜村の合併に伴う今後の取り扱いは、 

旧三市村のうち、いずれか一箇所を通過すれば三箇所すべ

て認定いたします。 

 

 

JR千葉駅、京成千葉駅から 

千葉都市モノレール2号線（千城台、都賀方面行） 

（スポーツセンター駅下車） 

JR稲毛駅から 

京成バス稲０１、稲０２（東口1番乗り場） 

    稲３１、稲３２（東口2番乗り場） 

（スポーツセンター下車） 

九十九里はだしで歩こう 報告 

CWAイヤーラウンド基地変更と 

事前申し込み制の開始 

     

行事名  ｋｍ 

 

 

ウオーク日本１８００に関するお知らせ 

 

CWA新事務所ご案内 

 


