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毎月 1 日発行

第 6 回通常総会開催

バスウオーク④
ウオーク日本 1800 千葉県 １２ｋｍ（予定）

３月２０日（日）第６回ＣＷＡ通常総会が、千葉県青少年女性
会館にて開催された。今回の総会で理事２６名、監事２名が
承認された。同時に永年表彰が行われ２０年１名、１０年１３名
が表彰された。（CWA 組織改正関連は P-４参照）
九十九里はだしで歩こう ２３/１２ｋｍ
主 催／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141
《Ｗ日本１８００東金市・九十九里町》
主 催／千葉県ウオーキング協会 ☎043-255-0141
日 時／５月１５日(日) ８時４０分 団体歩行
集 合／福俵駅前東公園(JＲ東金線福俵駅徒歩３分)
参加費／ＣＷＡ２００円・他３００円
解 散／一次解散 １２時１０分頃サンライズ九十九里（路線
バスＪＲ東金駅行き）二次解散時１６時３０分頃 （ＪＲ東金駅 ）
コース／福俵駅前東公園(駅 WC)～飯島寺～真亀川総合公
園～真亀川沿い～サンライズ九十九里～豊海街道～本城寺
～スーパーセンドー～片貝街道～東金中央公園ゴール
○みどころ 大震災・大津波で被害に遭われた皆様にお見
舞いの意味を込め、また困難を共有するための志に基つ゛き
被災地支援ウオークとし、海岸歩行は極めて短くしました。
バスウオーク③ウオーク栃木５００選
日 時／５月１７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／栃木５００選 足利・小山と栗田美術館
① ５００選－０６小山自然散策と歴史の道
② ５００選－１０足利学校・ばんな寺
③あしかがフラワーパーク（ふじの花）・
栗田美術館
※入館料等別途
解 散／午後７時頃（予定）ＪＲ千葉駅前
募 集／９０名（バス２台）予定（定員になり次第締切ります）
参加費／昼食代（飲物付）を含む
ＣＷＡ会員
４，５００円
CWA 会員関係者（会員の家族・友人等） ５，０００円
申込み･問合せ先／達 育子
TEL・FAX 043 -246-8267 携 帯 080-6784-8088

健やか 爽やか

編集責任者 黒岩 康

ウオーク日本１８００

日
時／６月２１日（火）
集
合／午前７時 ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前
出
発／午前７時１５分（準備出来次第出発）
コ ー ス／ウオーク日本 1800 千葉県コース
①九十九里町 伊能忠敬記念公園他
②芝山町 芝山公園 /古墳・はにわ博物館
③多古町 道の駅あじさい館
④東庄町 東庄県民の森（黒部川散策 天保水滸伝遺品館）
※入館料等別途（３か所６００円）
解
散／午後６時頃（予定）ＪＲ千葉駅前
募集人員／９０名（バス２台）予定（定員になり次第締切ります）
参加費／昼食代（飲物付）等を含む
CWA 会員
４，５００円
CWA 会員関係者（会員の家族・友人等） ５，０００円
申込み･問合せ先／達 育子
TEL・FAX 043 -246-8267 携 帯 080-6784-8088
第 5 回下総・江戸川ツーデーマーチ中止について
４月９日 (土）、１０日(日）に予定していました第５回下総・江戸
川ツーデーマーチは実行委員会で検討の結果、東北関東大
震災により主催地が被害を受けている上、福島原発事故に伴
う計画停電なども考慮して中止することにしましたので、お知
らせいたします。楽しみにされていた方々には誠に申し訳あ
りませんがご理解のほどお願い申し上げます。
現在計画されている他のウオーキング行事も止むを得ず変
更する場合があります。計画の変更は CWA ホームページに
掲載いたしますが計画停電や通信混雑によりリアルタイムで
更新できない場合がありますので、参加に際しては各大会の
担当者（CWA ニュースの主催/項目 参照）に確認してから
お出かけください。CWA ホームページの計画中止一覧は携
帯電話からも見られます。URL は
http://homepage2.nifty.com/npocwa/renraku.htm です。

歩いてニッポンを元気に

ＣＷＡニュース
２０１１．４

１

1.第 8 回 我孫子・大正浪漫ウオーク ２３/１５/７ ｋｍ
主 催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
日 時／５月１日(日) ２３㎞は ８時２０分受付
その他９時 ７㎞は団体歩行・その他は自由歩行
集 合／手賀沼公園（ＪＲ常磐線我孫子駅 徒歩１０分）
参加費／当日７００円（我孫子及び柏市民５００円）
解 散／１５時まで 手賀沼公園
詳しくは CWA ニュース・ウオーキングライフ・会報ほ
ゆうの各３月号又はホームページを見てご参加を！
成田国際空港周遊リベンジウオーク

５２/４３/２５km

主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮)
日 時／５月４日(水) ７時～９時 自由歩行
集 合／栗山公園（ＪＲ成田線・京成線成田駅 徒
歩約３分 京成空港線高架下にあります）
５２ｋｍ／４３ｋｍ／２５ｋｍの３コースで開催、共に参加受付
け後順次スタートする。
参加費／東葛ＷＣ無料・その他３００円
解 散／すべてのコースが栗山公園ゴールとなります
コース／国際空港をぐるっと一回りします。
○その他
W 日本 1800 認定は、参加コースにより異なりますので詳
細は担当にお問い合わせください。
成田市・富里市・多古町・芝山町・山武市など
エアーポートワンデーウオーク

３５/２０/１０ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会 ☎ 080-3421-0267（田口康光）
日 時／５月７日(土)１０㎞は団体歩行・他は自由歩
行
集 合／各コース毎に違います（下記欄を参照の事）
参加費／CWA 無料・その他３００円
解 散／１３時３０分～１６時 成田山信徒会館前（ＪＲ・京
成成田駅 徒歩１５分）
コース

３５ｋｍ

Ｗ日本
1800

成田市・富里
市・芝山町

集合場所

到着時間

８時

１０ｋｍ 団体

成田市・富里市

成田山信徒会館前

集合時間
解散場所

２０ｋｍ

東成田駅前

９時

１０時

成田山信徒会館前(ＪＲ・京成成田駅 15 分)
１３時３０分～１６時

１３時３０分

○みどころ 新緑が目に鮮やかな季節に航空機の離発
着を遠望し周辺に残る自然を満喫ください。
花より団子と東京スカイツリーウオーク

１０ ｋｍ

《W 日本 1800 墨田区・江東区・台東区》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-7016-6224（榎本）
日 時／５月８日(日)
９時
団体歩行
集 合／千住東町公園（京成関屋駅 徒歩５分）
参加費／いち歩無料・CWA２００円・その他３００円
２

CWA ニュース
２０１１．４

健やか 爽やか

ウオーク日本１８００

解 散／１４時３０分頃 総武線亀戸駅
コース／千住東町公園～東白鬚公園～墨堤通り～牛島
神社～東京スカイツリー～大横川親水公園～亀戸
天神～亀戸駅
○みどころ お店を２店入れ替え、コースもガラリと変更、
新しいお店にご期待ください。東京スカイツリーの真下も
歩きお団子いろいろ、お餅いろいろ、そして最後はくず餅
を楽しんでください。
つくばりんりんロードウオーク
４０／２０／１５／１０ ｋｍ
主 催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
日 時／５月１１日(水) ４０㎞コースは７時３０分
その他のコースは９時 全コース自由歩行
集 合／りんりんロード入口（ＪＲ常磐線土浦駅西口 徒歩
５分）
参加費／北総歩１００円・ＣＷＡ２００円・その他３００円
解 散／１６時３０分頃 出発点と同じりんりんロード入口）
コース／土浦駅～りんりんロード（虫掛休憩所～藤沢休
憩所～つくば休憩所）～土浦駅 各コース（４０㎞・２０km
Ａ・２０㎞Ｂ・１５㎞・１０㎞コース）折り返し式の自由歩行
○みどころ 筑波鉄道の廃線跡に沿って作られた自転
車・歩行者道路です。古くからパワースポットで知られてい
る筑波山のふもとを巡り、英気を取り込んでみませんか？
麻賀多１８社巡りＰａｒｔⅠ

１５ ｋｍ

《W 日本 1800 酒々井町・富里市》
主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782
日 時／５月１４日(土) ９時
団体歩行
集 合／京成酒々井駅南口駅前広場（京成酒々井駅 徒
歩１分）
参加費／ＣＷＡ無料・他協会３００円・その他４００円
解 散／１４時３０分頃 京成宗吾参道駅
コース／酒々井駅南口駅前広場～酒々井の麻賀多神社
中央公園～下台の麻賀多神社～酒々井運動公園～新橋
の麻賀多神社～中沢の麻賀多神社～ふるさと自然公園
～宗吾参道駅
○みどころ 佐倉周辺にある麻賀多神社２０ヶ所を６回に
分けて巡る１回目です。新緑と田植えの終ったばかりの田
んぼを見ながら、初夏の佐倉、酒々井の田舎道を歩きま
す。
バスウオーク

１０ ｋｍ

主 催／東総歩こう会
☎0478-54-2467（小早志）
日 時／５月１５日(日)
集 合／各指定されたバス停 (１０分前)
参加費／東総４，５００円・その他５，０００円
東総歩会員・家族限定（一般募集は致しません）
解 散／１９時～２０時頃 指定バス停
コース／明治神宮、新宿御苑、スカイツリー
歩いてニッポンを元気に

柏市民活動フェスタ２０１１ウオーク

２６／１４ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ ☎ 090-3345-8750(古宮)
日 時／５月１５日(日) ９時 自由歩行
集 合／西口第一公園（ＪＲ常磐線柏駅西口 徒歩約３分 受
付け後順次スタート）
参加費／ＣＷＡ無料・その他３００円
解 散／ＪＲ常磐線柏駅東口オープンデッキ
〇その他
W 日本 1800 認定は、参加コースにより異なりますので詳細は
担当にお問い合わせください。 松戸市 柏市など
今見ておきたい！レトロ建築２０選

１３ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
日 時／５月２１日(土) ９時
団体歩行
集 合／ＪＲ上野駅パンダ橋口広場（上野駅パンダ橋口改札
徒歩 1 分）
参加費／ＣＷＡ無料・その他３００円
解 散／１５時頃 数寄屋橋公園（ＪＲ有楽町駅 徒歩３分）
コース／ＪＲ上野駅～横綱町公園～浜町公園（昼食）～三越
本店～日本銀行本店～日本橋～築地本願寺～数寄屋橋公
園（解散）～JR 有楽町駅（案内）
○みどころ 昨年１０月に実施したレトロ建築めぐりの第２弾。
今回は上野駅パンダ橋口広場を起点に、蔵前橋を渡り、両国、
日本橋、京橋、築地と回って、銀座４丁目の和光に至るさまざ
まなレトロ建築を見て歩く。
縄文･万葉の道ウオーク

２５／１３ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ ☎ 090-3345-8750(古宮)
日 時／５月２５日(水) ９時 自由歩行
集 合／ＪＲ成田線布佐駅南口駅前 受付け後順次スタート
参加費／ＣＷＡ無料・他協会３００円・その他５００円
解 散／１３ｋｍは北総公団線千葉ニュータウン中央駅
２５ｋｍは東武野田線高柳駅ゴール
〇その他 W 日本 1800 認定は、参加コースにより異なります
ので詳細は担当にお問い合わせください。
我孫子市・白井市・鎌ケ谷市・松戸市など
健やか 爽やか

ウオーク日本１８００

１３ ｋｍ

《W 日本 1800 八街市・佐倉市・酒々井町・富里市》
主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-8891-4439（中嶋久登）
日 時／５月２６日(木) ９時３０分 団体歩行
集 合／ＪＲ八街駅（八街市役所側）前
参加費／ちば歩１００円・その他３００円
解 散／１５時頃 ＪＲ酒々井駅西口（京成酒々井駅 徒歩７
分）
○ みどころ 八街駅から総武線沿いに歩き街中を抜け田園
風景の中青田を眺
めながら一部佐倉
市をかすめ美味い
空気を沢山吸って
歩きます。昼食地
は酒々井ハーブガ
ーデンです。その
後東関道沿いに富
里市に入り酒々井
駅に向かいます。
街並みあり田舎道ありの変化に富んだコースです。
ウオーキング教室

教室は県内4箇所で開催致します（雨天中止）
5月7日(土)

１７ ｋｍ

《W 日本 1800 市川市・松戸市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-2499-1925（板垣）
日 時／５月２２日（日） ９時
団体歩行
集 合／葛飾八幡宮（ＪＲ本八幡駅 徒歩７分、京成八幡駅
徒歩３分）
参加費／CWA 無料・その他３００円
解 散／１４時頃 手児奈霊堂（ＪＲ市川駅 徒歩１０分）
コース／葛飾八幡宮～曽谷公民館～曽谷貝塚～弁天池公
園～堀の内貝塚公園(歴史博物館)～じゅんさい池～国府台
緑地～里見公園～江戸川堤～アイ・リンクタワー
○みどころ ３～４０００年前に遡る縄文の世界、堀の内・曽
谷に星が降るが如き散らばる縄文の貝の数々、歴史のロマン
を感じるウォークです。
白井の史跡めぐりウオーク

第１０１回平日楽々ウオーク
「八街・酒々井ウオーク」

東庄町 オーシャンプラザ
受 場所
（JR成田線下総橘駅 徒歩10分）
付
時刻 ９時
解散

5月14日(土)

我孫子市 手賀沼公園
受 場所
（JR我孫子駅 徒歩10分）
付
時刻 ９時～9時30分
解散

5月21日(土)

13時15分頃

船橋市 天沼弁天池公園
受 場所
（JR・東武船橋駅 徒歩５分）
付
時刻 ９時～9時30分
解散

5月21日(土)

12時頃

13時頃

千葉市 海浜幕張駅南口
受 場所
（JR海浜幕張駅南口 徒歩1分）
付
時刻 ９時～9時30分
解散

13時頃

＊ 参加費３００円（資料代、保険料等）・飲み物・敷物・昼食（千葉）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

ＣＷＡニュース
２０１１．４

３

第２１回南房総フラワーマーチ報告

第 6 回通常総会報告（組織改正関連）
３月２０日（日）第６回ＣＷＡ通常総会が千葉県青少年女性
会館にて開催され、ＣＷＡの組織改正が提案承認された。
組織内容 （ ）内は組織長
管理本部 （副会長 伊藤隆之）
総務部 （常務理事 佐々木のぶ子）
経理部 （常務理事 木村壽宏）
広報部 （常務理事 黒岩康）
組織・指導本部 （副会長 佐々木篤夫）
組織・指導部 （副会長 佐々木篤夫）
指導員養成センター事務局 （同上）
公認ウオーキング指導者統括事務局 （同上）
事業本部 （副会長 片山篤） 本部長付 理事 有馬奉行
事業総合企画部 （常務理事 古宮誠）
部長代理 理事 西村正志
第 1 事業部 （理事 有馬奉行）
第 2 事業部 （理事 平野潤）
第 3 事業部 （理事 田中隆英）
ウオーキング教室部 （常務理事 黒岩康）
ウオーキングステーション「イヤーラウンド」担当
バスウオーク部 （常務理事 佐々木のぶ子）
CWA 指導員養成センター （会長 達國明）

３月５日(土)・６日(日)の２日間“第２１回南房総フラワーマー
チ”が実施された。コース準備を始めた３月３日(木)から４日間
良く晴れ天候に恵まれた大会となった。
今回から実行をＪＷＡから
ＣＷＡが引き継ぎ千葉県で
の運営となったため県外か
らの応援は無くＣＷＡと各
加盟団体が一緒になって
実施した。
担当役員数が大幅に減
ったため一部歩行形態の変更や、受付業務への市民参加な
ど運営形態も変更して行い、トラブルもなく無事終了すること
が出来た。３月４日（金）に実施した「せっかくウオークとみさ
ん」には６２名のウオーカーが参加。
大会当日の参加者は、１日目（３月５日）１６８３名、２日目（３
月６日）１２０１名 総計２９４６名であった。

ちば七廻道「未来コース」実施報告
実施日：２月２０日（日） ・距離：１３ｋｍ 参加者数：１７４名
スタート：習志野文化センター前 ・ゴール：幕張海浜公園
当日は好天に恵まれ、参加の皆さんには谷津干潟から幕張メ
ッセまで切れ目なく続く「緑地公園」内をマイナスイオンを存分
に吸いながら歩いて頂いた。更にメッセモール～マリンスタジ
アム～幕張の浜～幕張ニュータウンと近代のビジネス街や街
並みを見ながらゴールした。 今回、出発会場とゴール会場に
当時日本と世界を沸かせたオリンピック体操金メダリスト(１９６０
年ローマ大会・１９６４年東京大会)の鶴見 修治日本オリンピッ
ク委員会常務理事(写真中央)がお見えになり、出発式でご挨
拶をいただいた。参加者の多くは当時を思い出し感慨を新た
にし、また、歩いている最中も当時を振り返り話題にしている
方々も多くいた。

参加者の皆さん有難うございました、また役員として参加さ
れたみなさんお疲れ様でした。
総会ウオーク報告
実施日平成２３年３月２０日（日）
距離１０km 団体歩行 参加者９９名
午前１０時より第６回通常総会を千葉県青少年女性会館で
開催した。終了後の午後1時より総会ウオークの会場を千葉県
総合スポーツセンター野球場前に移し開催した。
天候はまずまず、公園内の「シュゼンジカンザクラ」はほぼ
満開の状態でしたが、去る３月１１日に発生した「東北関東大
震災」の影響を受け参加者は前年比▽２７％でした。又ウオー
キングの運営に当たっては当初計画した新コースの割愛など
極力派手にならぬよう実施すると同時に、参加者全員「被災地
応援」のゼッケンをつけて歩いた。又達会長の提案により被災
地への応援募金を募った。予定より早く１５時１５分にゴールす
ることが出来た。参加者及び役員皆様方のご協力のおかげで
無事終了することが出来ました。有難うございました
幹事 嶋野 正美

チーフリーダー 佐々木 篤夫
４

ＣＷＡニュース
２０１１．４

健やか 爽やか

ウオーク日本１８００

歩いてニッポンを元気に

