
              ＣＷＡニュース  １ 

                       ２０１２．２  健やか 爽やか ウオーク日本１８００ 歩いてニッポンを元気に  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 管／第２２回南房総フラワーマーチ実行委員会 

主 催／南房総市・㈳日本ウオーキング協会・NPO法人千

葉県ウオーキング協会・朝日新聞社・南房総市教

育委員会・南房総市観光協会 

日 時／３月３日(土)、４日（日） 

主会場／南房総市千倉保健センター 

参加費／一般：事前１，５００円 当日２，０００円 

      高校生：事前８００円 当日１，０００円 

事前申込期限 平成２４年２月２日（木）  

コース／ 

３日（土）：丸山・和田浦海岸コース４０/２０/１２/５ｋｍ 

「東京湾・太平洋コース 25ｋｍは道の駅“富楽里とみやま”スタート」 

４日（日）：白浜・野島崎灯台コース４０/２０/１２/５ｋｍ 
スタート／ 

《４日：５００選１２－０３》《Ｗ日本１８００南房総市》 

 

 

開催日／平成 24年３月１８日(日)１０時～ 

場 所／千葉県青少年女性会館 （４Fホール） 

      千葉市稲毛区天台６－５－２ 

（千葉都市モノレール・スポーツセンター駅 徒歩３分） 

議 案／平成２３年度事業報告･平成２３年度決算報告 

平成２４年度事業計画・平成２４年度収支予算 

      その他 

３月上旬には総会開催ご案内をお送りいたします。 

会員の皆様のご出席をお願いいたします。 

＊総会終了後、総会ウオークを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         《Ｗ日本１８００ 千葉市》 

主 催／千葉県ウオーキング協会  ☎ 043-255-0141 

日 時／３月１８日(日)  １３時 団体歩行 

集 合／千葉県総合スポーツセンター野球場前（千葉都市

モノレール・スポーツセンター駅 徒歩３分 ）  

参加費／無料 

解 散／１６時３０分頃 千葉公園（ＪＲ千葉駅 徒歩８分 ） 

コース／野球場前～動物公園北口～みつわ台公民館～ 

ウエルシア(ドラッグ)～千葉公園 

○みどころ 午前の総会に引き続き行うウオークです。   

会員の皆様にはお馴染みのコースですが、総会ウオークに

相応しく他の団体歩行の見本になるようなウオーキングにし

たいものです。 

 

「妙義山・サクラの里と産業遺産富岡製糸場めぐり 」  

 日  時／４月２４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／ ①群馬県・妙義山さくらの里 

②群馬県・産業遺産富岡製糸場めぐり 

③群馬５００選 信長の系譜小幡城下町の歴史 

 みどころ①広大な敷地に５０種１５、０００本のサクラを楽しむ

ウオーキング 妙義山パノラマ施設もある。 

      ②明治５年、日本で最初の官営模範工場富岡製糸 

場で近代日本の夜明けにふれる。 

      ③群馬５００選１０－１２小幡城下町の歴史をたどる。 

解   散／１９時３０分頃（予定）ＪＲ千葉駅前 

募集人員／最大９０名（４５人×大型観光バス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 入館料等は別途 

      ＣＷＡ会員登録者                5,３００円  

      ＣＷＡ会員関係者（会員の家族友人等）5,８００円   

 

 

 

 

コース 受付 出発式 スタート 歩行形態 

４０ｋｍ ６：３０ ７：３０ ７：４５～８：１５ 自由 

２５ｋｍ ８：００ ８：４５ ９：００ 自由 

２０ｋｍ ８：００ ８：４５ ９：００～９：３０ 自由 

１２ｋｍ ９：００ １０：００ １０:１５ 自由 

 ５ｋｍ ９：００ １０:００ １０:１５ 団体 

バスウオーク申込･問合せ先 

 達 育子 

    ＦＡＸ   ０４３－ ２４６ －８２６７   

携 帯  ０８０－６７８４ －８０８８ 
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第７回ＣＷＡ総会ウオーク   １０ｋｍ 

だい 

 

ＣＷＡ バスウオーク （３） 距離 １２ｋｍ 

 

第７回ＣＷＡ通常総会開催 
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２   CWAニュース     

     ２０１２．２  健やか 爽やか ウオーク日本１８００ 歩いてニッポンを元気に  

 

《W日本 1800 市川市・江戸川区》 

主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-2499-1925（板垣） 

日 時／３月１０日(土) ９時 団体歩行 

後半自由歩行 

集 合／アイ・リンクタウン３階広場（ＪＲ総武線市川駅南

口 徒歩１分) 

参加費／いち歩無料 ・CWA加盟団体２００円 

一般３００円 

解 散／１５時頃  アイ・リンクタウン広場 

コース／市川橋～善養寺～篠崎公園～東井堀親水緑道

～篠田親水緑道～江戸川スポーツランド～新行徳橋～江

戸川堤 

○みどころ 季節を残暑厳しい９月から、春３月に変更し

ました。コースも江戸川堤を中心に江戸川区の健康の道・

親水緑道を加え一新しました。又 満開が予想される江戸

川に咲く河津桜をお楽しみ下さい。 

 

 

《W日本 1800市川市・浦安市・船橋市・習志野市・ 

千葉市》（各自申告による） 

主 催／ＮＰＯ法人ちば歩こう会 ☎ 090-3204-6444 

（神戸 正三）    

日 時／３月１１日(日)  自由歩行 

参加費／ ５００円 

距 離 ３６ｋｍ ２４ｋｍ １０ｋｍ 

集 合 
新検見川公

園 

西船橋近隣公

園 

新小岩公

園 

最寄駅 
ＪＲ新検見川

駅 徒歩５分 

ＪＲ西船橋駅 

徒歩１０分 

ＪＲ新小岩

駅徒歩５分 

時 間 ８時 ９時 １０時 

解散地 
東京駅日本橋口（ＪＲ東京駅） 

１２時～１６時 

 

○みどころ 防災ウオークは１１回目を迎えます。大震災

により９月から３月に変更となりました。歩いて帰宅すること

を想定したウオークですが政府の要望は落ち着くまで安

全な場所に留まってほしいとの事なので視点を変えて都

心へ支援ボランティアに行くと想定しました。 

 

 

主 催／北総歩こう会 ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／３月１１日(日)  ９時  団体歩行 

集 合／牛久駅東口広場（ＪＲ常磐線牛久駅 徒歩 1分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・一般３００円  

解 散／１４時頃 刈谷中央公園（牛久駅 徒歩１５分）

コース／牛久駅東口～得月院～牛久城跡～雲魚亭～牛

久市観光アヤメ園（昼食）～東林寺～刈谷中央公園（解散

地）～牛久駅西口                              

○みどころ 牛久の伝説、河童の絵を好んで描いた牛久

が生んだ画聖、小川芋銭が牛久沼のほとりに建てたアトリ

エ（雲魚亭）を訪ねます。はるか筑波山を望む穏やかな牛

久沼のほとり、稲荷川に沿う桜並木を歩きます。 

 

 

《500選 千葉 12-09》《W日本 1800 野田市・流山市》 

主  催／東葛ウォーキングクラブ 

 ☎ 090-3345-8750（古宮） 

日  時／３月１１日（日） 自由歩行 

集 合／参加コースにより異なりますので注意 

４９ｋｍ／３３ｋｍ：７時３０分から、１６ｋｍ：８時３０分から９

時３０分まで川間トンボ公園（東武野田線川間駅下車） 

２８ｋｍ／１１ｋｍ：９時から運河水辺公園（東武野田線運

河駅下車） 

参加費／東葛会員無料・一般３００円 

解  散／１６ｋｍを除きすべて運河水辺公園 ゴール受付

は１３時から１７時まで 

〇その他 ３３km：受付け後バスで関宿城公園へ移動 

        １６km：関宿城公園がゴールとなります 

        詳細はお問い合わせください。 

 

 

 

《W日本 1800 市川市・流山市・松戸市》  

主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782 

日 時／３月１７日（土） 自由歩行 

集 合／国府台江戸川堤(京成国府台駅 徒歩３分 ・  

ＪＲ市川駅 徒歩１０分)  

受付・スタート／ 

６５／４７／３６ｋｍ：６時～７時３０分（随時スタート) 

３０／１８／１２ｋｍ：９時～１０時 (随時スタート) 

ゴール／国府台江戸川堤 １７時まで  

参加費／５００円(当日受付のみ、中学生以下無料） 

コース／スタート～市川橋（１２／1８／３０ｋｍは分岐）～

東京湾防波堤～市川大橋～市川橋～葛飾大橋（１２ｋｍ

は分岐）～上葛飾橋（1８／３６ｋｍは分岐）～流山橋（３０／

４７ｋｍは分岐）～玉葉橋（６５ｋｍ）～江戸川・左岸サイクリ

ングロード～ゴール 

○みどころ 市井の喧騒を離れて、悠々と流れる大河を

眺めながら早春の江戸川堤を歩きましょう。体力・体調に

応じたコースをお歩き下さい。 

◎ 荷物お預かりします。 

◎ 駐車場なし。(近隣の有料駐車場をご利用ください） 

◎ 免責事項：参加者は万全な健康管理のもとにご参加

下さい。傷害保険の範囲内及び応急処置以外の責任

は負いませんのでご了承下さい。 

◎ コース図・完歩証・飲み物(記念バッチは希望者に販

売) 

 

 

《W日本 1800 流山市》 

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

江戸川水郷めぐりウオーク     １６ ｋｍ 

[特別例会] 第１１回防災ウオーク ３６/２４/１０ ｋｍ 

第２３回 江戸川チャレンジウオーク 

６５／４７／３６／３０／１８／１２ ｋｍ 

 

 

運河トライアングルＷ   ４９/３３/２８/１６/１１ ｋｍ 

牛久沼カッパの里を訪ねて      １３ ｋｍ 

平日ウオーク おおたかと菜の花   １２ ｋｍ      

 

 



                             ＣＷＡニュース  ３ 

                                                                                 ２０１２．２ 
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日 時／３月２１日(水)  ９時  団体歩行 

集 合／流山おおたかの森駅南口前広場 （東武野田

線・つくばエクスプレス線おおたかの森駅 徒歩 1 分） 

参加費／北総歩１００円 ・CWA 加盟団体２００円 ・ 

一般３００円 

解 散／１４時３０分頃 流山おおたかの森駅南口公園

（流山おおたかの森駅 徒歩３分） 

コース／駅南口前広場～おおたかの営巣地の森～勤労

者福祉センター～江戸川土手～流山市立博物館～総合

運動公園（昼食）～流山おおたかの森駅南口前公園 

○みどころ 流山おおたかの森駅の名前の由来になった

森の一部を探索します。それから江戸川の土手の菜の花

のじゅうたんの中を２ｋｍほど、春の香りを満喫して頂きま

す。ご近所の隠れた見所をご案内します。 

 

 

《W日本 1800浦安市・市川市》 

主 催／ＮＰＯ法人ちば歩こう会 ☎ 080-5470-8914  

（丹羽 豊隆） 

日 時／３月２２日(木) ９時  団体歩行 

集 合／新浦安駅南側広場 （ＪＲ京葉線新浦安駅 徒歩

３分） 

参加費／ちば歩１００円 ・一般３００円 

解 散／１５時頃 白妙公園（東西線妙典駅 徒歩５分） 

○みどころ 浦安市美浜地区と市川市南部の塩浜、行徳、

妙典地区を散策します。浦安市の高層住宅地区をぬ

けて三番瀬にはいり、湾線にそって立ち上がる大小

のビル群の風景を楽しみます。塩浜では新浜（しんは

ま）鴨場で水鳥を観察します。次に、行徳・妙典のお

寺のある町並みを巡ります。お寺さんで地区の歴史

などのお話を伺います。平坦なコースですから、無理

なく歩けます。 

 

 

《W日本 1800 香取市》 

主 催／東総歩こう会  ☎0478-54-2467（小早志） 

日 時／３月２５日(日) ９時  団体歩行  

集 合／佐原公民館 （ＪＲ成田線佐原駅 徒歩５分） 

参加費／CWA 加盟団体無料 ・一般３００円 

解 散／１４時頃 佐原公民館 

コース／公民館～小野川～忠敬橋～八坂神社～香取神

宮～道の駅～公民館 

○みどころ 小野川沿いの旧い街並み、香取神宮、水の

郷、道の駅で昼食 

 

 

《500選 千葉 12-01》《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／３月２８日(水) ９時、自由歩行 

集 合／西口第一公園 （ＪＲ常磐線柏駅 ・東武野田線

柏駅西口 徒歩５分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・他協会３００円 ・ 

一般５００円 

解 散／西口第一公園 １３時３０分よりゴール受付予定 

 

 

《W日本 1800 市川市》 

主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-3595-0926（櫻井） 

日 時／３月３１日（土） ９時  団体歩行 

集 合／小栗原蓮池公園（ＪＲ下総中山駅北口 徒歩５分

または京成中山駅 徒歩５分） 

参加費／CWA 加盟団体無料 ・一般３００円 

解 散／１４時３０分頃 手児奈霊堂（京成国府台駅 徒

歩１０分） 

コース／小栗原蓮池公園～法華経寺～真間川桜並木～

昭和学院～交通公園～桜土手公園～千葉商科大～じゅ

んさい池～国府台緑地～里見公園～弘法寺～手児奈霊

堂 

○みどころ 法華経寺参道の桜並木を皮切りに、真間

川、昭和学院、桜土手公園、千葉商大と途切れることなく

続く見事な桜並木が満喫できるか、開花時期と天候が気

になります。じゅんさい池、国府台緑地と緑を楽しんだ後、

里見公園に遊び、最後に弘法寺のうこん桜・枝垂れ桜で

締めくくります。 

 

 

 

 

真間川周遊・花見ウオーク     １４ ｋｍ      

第１１１回平日楽々ウオーク     １２ ｋｍ 

「鴨場周辺ウオーク」   

佐原街並みウオーク         １１ ｋｍ 

足元の自然と手賀沼湖畔を楽しむ ３０／１５ ｋｍ  

 

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）

我孫子市　手賀沼公園

（JR我孫子駅　徒歩１０分）

時間 ９時～９時３０分

13時15分頃

船橋市　天沼弁天池公園

（JR・東武船橋駅　徒歩５分）

時間 ９時～９時３０分

13時15分頃

千葉市　海浜幕張駅南口

（JR海浜幕張駅南口　徒歩１分）

時間 ９時～９時３０分

１３時頃

香取市　佐原公民館

(JR成田線佐原駅 徒歩３分)

時間 ９時

１２時頃

＊　参加費３００円（資料代、保険料等）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
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４  ＣＷＡニュース 

    ２０１２．２  健やか 爽やか ウオーク日本１８００ 歩いてニッポンを元気に  

 

 １月７日（土）冬晴れの中、木更津駅西口に、ちば歩主催の

初詣（坂東３０番高倉観音）《Ｗ日本１８００木更津市》ウオー

ク地最後のコースに２６５名（ちば歩：２０１名・県内他協会員：

２５名・県外他協会員：７名一般：３２名（内小学生１名）の参加

者を迎え、開催した。伊藤会長年初挨拶に始まり、来賓に市制

施行７０周年を迎える木更津市をアピールに水越市長挨拶を

頂き、２００９年１月１６日ＣＷＡ主催、船歩主管の印西市にて

新春初詣「ウオーク日本１８００」をスタートして本年３月末にて

終了することをＣＷＡ達会長の挨拶後、一路高倉観音を目指

しスタートする。 

 途中マックスバリュと鎌足公民館でトイレ休憩をして、矢那川

沿いのカワセミ写真展示や、馬頭観音像・安産観音・地蔵像な

どに寄り道し高倉観音で参拝。大判焼きを購入した参加者が

多数みられました。その

後、昼食地のかずさ２号

公園に到着、一時解散者

は乾杯後、７０人乗車の

バス２台に分乗して一足

早く木更津駅東口へ向か

う、ロングウオーカーはそ

の後、鎌足公民館と八崎公園にてトイレ休憩し、矢那川公園へ

１５時４５分に１４８名の方が無事ゴールし、ストレッチ、乾杯後

解散する。乾杯時、酒等が不足であったことを深謝致します。 

 今回のコースは、２２/１２ｋｍのコース設定した為、一時解散

者のバス乗車確保を、日東バス会社担当者と何度も大型臨時

バスを出していただく事を、再三交渉して了解をとれたことは

大変よかったと思っています。木更津市が「ウオーク日本１８０

０」の最後の地となり、３月末にて全コース完歩者が何名になる

か楽しみにしています。 

参加者、役員の皆様お疲れ様でした。 

              コースリーダー ちば歩 山口 誠 

                                           

昨年の７月頃だったでしょうか？中山会長から「来年 1 月に

実施するＣＷＡ主催の初詣ウオークが北総歩の担当となりまし

た。そこで以前、貴方が担当した「諏訪道を歩く」のコースに、

布施弁天・諏訪神社が入っているので使えるのではないかと

思います。コース担当をして頂けませんか？」と相談を受けま

した。私としては、前回のコース地図があるから楽勝と思い二

つ返事で引き受けました。しかし、コース名を変更しただけで

歩いて貰うなんて参加者に大変失礼ではないかと思い、ひと

つ、ふたつの神社、仏寺を加えられないか？この場所あの場

所はどうかと考え始めたら、昼食場所まで決まらず、コース地

図に落したところ変な形になって、ついに頭が少々パニック状

態になりました。冷静に最初に戻り、近隣で知名度も高く、初

詣・通年を通して参拝者が多いのは、神社は諏訪神社、お寺

さんは真言宗の布施弁天だ、もう一箇所は歴史的文化遺産の

少ない柏市が力を入れて管理していると思われる（？）旧吉田

家歴史公園として、その他は行かないと固く決心しコース作り

を再開しました。しかし、困ったことは布施弁天と旧吉田家を

結ぶコースがなかなか見付からず難航した事、さらにＣＷＡ主

催で千葉県全域から２００名以上の参加者が見込まれる解散

場所でした。諏訪神社の駐車場ではまだ初詣の一般参拝客

が多くて無理だろうと、ついに、最後の最後まで決定出来ずに

見切り発車となりました。 

 本番当日の朝、役員ミーティングでお神酒調達メンバーをお

願いしている時に、諏訪神社近くにお住まいの和田役員より

「市村酒店も無断借用予定場所の地主さんも知っているから

事前にお願いしてみる」と申し出られて、和田さんが仏様（失

礼）神様に見えました。 

 この行事を簡単に引き受けたことを少々後悔しながら皆様を

ご案内しましたが、歩かれて如何でしたでしょうか？どこかで

私を見つけましたら感想をお聞きしたくお願い致します。私自

身の感想・反省点は、布施弁天を出発して山裾の日陰のコー

スより日当たりと眺めの

良い利根川の土手の

上へと当日急遽変更致

しました所、冷たい強

風の中を歩くことになり

大変な不評でした。そ

の上、旧吉田家到着時

間が予定より２０分近く

遅れたことにより、ここのご案内が自分の思いより不十分であ

った事です。もう一つは解散場所を特定出来ずに見切り発車

したことにより、諏訪神社をゆっくりご案内出来なかった事です。

参加者の方から「もう戻るの？」と言われました。私事ですが諏

訪神社は私の結婚式場であり、我が家新築のお払いに先代

の宮司さんに大変お世話になり、節目々々にはお参りする私

としては親しく大事な「おすわさま」なのです。 

 冷たい風の吹く中、多数のご参加をいただき有難う御座いま

した。風邪を引きませんでしたか？ＣＷＡの執行役員、北総歩

の役員の皆様、ご協力有難う御座いました。感謝 感謝です。 

                 コースリーダー北総歩 神﨑 武 

 

 
バスウオーク奈良平城遷都1300年アフター 報告 

ウオークニッポン１８００県内５６市町村走破  

 

新春初詣ウオーク 報告 

布施弁財天参拝 

高倉観音参拝 

ＮＰＯ法人ちば歩こう会イヤーラウンド基地再開のお知らせ 

    基    地：千葉三越 ７階スポーツ用品売り場 

受付時間：１０時～１５時 

参 加 費：２００円 

特   典：３０回参加で３回の無料券進呈 

コ ー ス ：３コース（１３/１５/２０ ｋｍ） 

詳細はちば歩こう会のホームページを参照ください。 

多数の参加者をお待ちしています。 

 

三越７階イヤーラウンド受付場所 


