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《千葉県５４ウオーク 横芝光町》 

主 催／ＣＷＡ ☎０４３－２５５－０１４１ 

共 催／両総土地改良区・両総用水事業推進協議会 

後 援／農水省両総農業水利事業所・県山武農業事業所 

水資源機構・横芝光町・山武農林業普及協議会 

日 時／６月７日(土)   ９時  団体歩行 

集 合／横芝駅前送迎用停車場隣りの広場 

     （ＪＲ総武本線横芝駅より徒歩２分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体３００円・その他４００円 

解 散／１５時頃 集合地と同じ 

コース／横芝駅前～山武東部支線揚水機場～同吐水槽～ 

ふれあい坂田池公園～坂田城跡～両総第二揚水機場～水

資源機構横芝水機場～横芝駅前 

〇みどころ 両総用水の路を巡り、先人たちの深慮遠望の

想いや歴史を感じ、国営治水事業によって新しく生まれ変わ

った用水事業を学んでみませんか。又、地元農産物のお土

産も楽しみです。  

 

 

《千葉県５４ウオーク 東金市・九十九里町》 

主 催／ＣＷＡ ☎０４３－２５５－０１４１ 

日  時／６月２１日(土)  ９時  団体歩行 

              （一次解散後自由歩行） 

集 合／求名第２公園（ＪＲ東金線求名駅、駅前） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体２００円・その他３００円 

解 散／１４ｋｍ：１４時頃 豊海海岸（サンライズ九十九里バ

ス停 徒歩１０分、ＪＲ外房線大網駅バス３５分、他にＪＲ千葉駅

行き・ＪＲ東金駅行きあり） 

２３ｋｍ：１５時～１６時３０分まで、東金中央公園（ＪＲ東金線東

金駅 徒歩５分） 

コ ー ス／求名第２公園～豊成公民館～伊能忠敬生誕地～ 

作田川河畔～片貝海岸～豊海海岸（１４ｋｍ一時解散・２４ｋｍ 

自由歩行）～真亀川公園～東金中央公園 

〇みどころ 歩行の達人、伊能忠敬生誕地を訪れた後、広

大な太平洋の砂浜を自由に歩いて楽しんで。 

ＣＷＡ「ウオーキング指導員」認定講習会 

ＣＷＡ認定 「ウオーキング指導員」認定講習会 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ／平成２６年６月１５日（日） ９：３０～１６：００ 

会 場 ／千葉県青少年女性会館 視聴覚室 

交通機関／＊JR千葉駅東口～千葉都市モノレール 

「スポーツセンター駅」徒歩３分 

＊JR稲毛駅東口～京成バス「01or02」系統乗り場 

「こてはし団地」or「草野団地」行「スポーツセンター駅」 

下車徒歩３分 

受講資格／どなたでも受講可能 

有効期間／生涯有効 ３年ごとに「資格証」更新 

受 講 料／１０，０００円 

申し込み／受講申込書を下記まで請求してください 

〒２６３－００１６ 千葉市稲毛区天台６－５－２ 

千葉県青少年女性会館２階 

ＣＷＡ指導員養成 センター       担当 平野 潤 

《千葉県５４ウオーク：長柄町・長南町・睦沢町・一宮町》 

日 時／平成２６年７月１５日(火)  

集 合／１．午前７時  ＪＲ千葉駅東口NTT前 

     ２．午前７時  ＪＲ津田沼駅南口 千葉工大前 

出 発／午前７時 

コース／１．長柄町（長柄ダム湖畔４ｋｍウオーク） 

      ２．長南町（笠森観音参拝ウオーク） 

      ３．睦沢町 (総合運動公園・、道の駅つどいの里) 

       ４．一宮町（東漸寺・玉前神社・一宮駅ウオーク） 

○みどころ 

 １．日本一のアース式ダムの周囲の桜並木を歩きます。 

２．岩の上に６１本の柱で支えられた「四方構造」という日本

唯一の構造で坂東３１番観音霊場。 

３．肥沃な榖倉地帯で風光明媚な自然に恵まれた町。 

４．東漸寺の皇女和宮の駕籠、玉依姫を祀る玉前神社等。 

解   散／①ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前：１７時３０分頃 

        ②ＪＲ津田沼駅南口千葉工大前：１７時３０分頃 

募集人員／最大９０名予定（大型バス２台予定） 

参加費／昼食代含む（見学代オプション） 

    ＣＷＡ会員登録者  ５，０００円 

    その他         ５，５００円 

バス・ウオーク申込・問合せ先／担当：鈴木 和子     

☎：０９０－１５５２－２３７８ 

第４回両総用水の路ウオーク   １３ ｋｍ 

全国アルコロジー大会・九十九里はだしで歩こう 

  ２３／１４ ｋｍ 
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《千葉県 54ウオーク 匝瑳市・横芝光町・多古町》 

主 催／東総歩こう会  ☎ 090-4243-6769(川尻) 

日 時／６月１日(日)  ９時  団体歩行 

集 合／飯倉駅 （ＪＲ総武本線） 

参加費／東総歩無料 ・その他３００円 

解 散／１６時頃 飯倉駅 

コース／飯倉駅～横芝光スポーツ公園～多古道の駅

（昼食）～日本寺～多古道の駅～横芝光スポーツ公園～

飯倉駅 

○みどころ 多古道の駅沿いの栗山川には、手入れの

行き届いたあじさいが咲き誇ります。また、日本寺は昔、僧

侶の学校で多くの学僧が集まっておりましたが、現在はあ

じさいの寺として有名です。時期的に満開には少し早いか

と思いますが、早咲きのあじさいを見ながらのウオークが

楽しめます。 

 

 

 

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／６月４日(水) ９時３０分 団体＋自由歩行 

集 合／東京文化会館前 （ＪＲ上野駅公園口 徒歩１分） 

参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・ 

その他３００円 

解 散／１４時３０分頃まで 竹橋駅前公園（メトロ東西線

竹橋駅前） 

コース／上野駅～不忍池～湯島天神～妻恋神社～神田

明神～湯島聖堂～ニコライ堂～太田姫神社～平川門～

東御苑～北の丸公園（昼食～皇居一周５ｋｍ（自由歩行）

～竹橋駅前公園 

○みどころ 今回は団体歩行７ｋｍ、自由歩行５ｋｍの合

計１２ｋｍを歩きます。メ－ンは東御苑と北の丸公園の新緑

です。上野駅から皇居までの間は有名な神社・仏閣を見

学し、北の丸公園の昼食後はゆっくりと自由歩行で皇居を

一周していただきます。 

 

主  催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）      

日 時／６月４日(水) １０時  団体歩行 

集 合／若葉東公園（迎賓館正門前 ＪＲ山手線四ツ谷

駅 四ツ谷口から徒歩５分 時間前にお越しください） 

参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円 

解 散／１４時頃、都庁附近（ＪＲ山手線新宿駅西口へ御

案内致します） 

コース／豊川稲荷～神宮外苑～国立競技場～鳩森八幡

（昼食）～冨士塚～明治神宮～都庁附近 

○みどころ  富士山に登りますよ。 

 

《千葉県 54ウオーク 市原市》 

主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-2252-2308(石田俊治) 

日 時／６月８日（日）１０時   団体歩行 

集 合／月崎駅 （小湊鐡道） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１５時２０分頃 高滝駅（小湊鐡道） 

コース／月崎駅～永昌寺～真高寺～水上テラスの公園

（昼食）～高滝神社～光厳寺～ダム記念館～高滝駅 

○みどころ 平成２３年に歩いたコースを歩きます。月崎

駅から「関東ふれあいの道」を歩き高滝駅へ。緑豊かな里

山をのんびり歩きましょう。 

参加される方は小湊鐡道・五井発９時９分の列車に乗車し

てください。１，７００円の往復フリー切符を各自購入願い

ます。 

 

《500選 東京-03》 

主  催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-9203-0025(太田) 

日  時／６月８日（日） ９時  団体歩行 

集  合／アイ・リンクタウン３F 広場 (ＪＲ総武線市川駅 徒

歩２分) 

参加費／いちかわ歩無料 ・CWＡ加盟団体：２００円 ・ 

その他３００円 

解  散／１４時３０分頃 金町駅（ＪＲ常磐線） 

コース／アイ・リンクタウン～小岩菖蒲園～上小岩親水緑

道～柴又公園～水元公園散策～金町駅 

〇みどころ 小岩菖蒲園の花菖蒲、２１万坪の広大な敷

地を持つ水元公園の花菖蒲、メタセコイヤ、ポプラ並木等

季節感溢れる花と木々の中を散策、お楽しみください。 

 

 

 

《千葉県 54ウオーク 市川市》 

主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782 

日 時／６月１４日(土) ９時～１０時  自由歩行 

集 合／葛飾八幡宮（京成八幡駅 徒歩５分） 

参加費／無料 

解 散／１１時～１５時 葛飾八幡宮 

コース／葛飾八幡宮～県立現代産業科学館～新行徳橋 

～寺町公園～徳願寺（寺町通り）～権現道～常夜灯公園

～行徳橋～稲荷木交差点～市文化会館～葛飾八幡宮 

〇みどころ 葛飾八幡宮をスタートにして、行徳・妙典地

区の成田道、寺町通り、権現道を通り近隣の寺社と常夜

灯を巡り歴史と史跡を訪ねて歩きます。 

 

《千葉県 54ウオーク 成田市・酒々井町・富里市》 

主  催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日  時／６月１５日（日） ９時  自由歩行 

集  合／駅前西口広場（ＪＲ成田線成田駅 徒歩２分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解  散／２３ｋｍ：１６時頃まで 栗山公園（ＪＲ・京成成田駅 

徒歩５分）、１２ｋｍ：１４時３０分まで 酒々井駅（ＪＲ成田線） 

特別例会あじさいウオーク      １９ ｋｍ 

「多古道の駅・栗山川・日本寺（にちほんじ）」 

 

 

小湊鐡道沿線ウオーク        １４ ｋｍ 

 

 

ぶら散ウオーク・五輪で変わる今を訪ねて １２ ｋｍ 

季節の花観賞ウオーク      ２３／１２ ｋｍ 

 

 

 

上野から東御苑・北の丸公園へ・皇居一周  

１２ ｋｍ              

第６９回 さわやかウオーク 「初夏の陽気に誘われ

て、行徳の歴史と史跡・寺社めぐり」     １３ ｋｍ 

菖蒲園めぐりウオーク         １４ Kｍ 



                             ＣＷＡニュース  ３ 

                                                                                 ２０１４．５   

コース／西口～宗吾旧宅～麻賀多神社～宗吾参道駅    

～駒形神社～昌福寺～富里クリーンセンター～久能カン

トリー～栗山公園 

〇みどころ 行政境の自然を満喫 

 

《千葉県 54ウオーク 旭市》 

主 催／東総歩こう会  ☎ 090-4243-6769(川尻) 

日 時／６月２２日(日) ９時１０分 団体歩行 

集 合／西宮神社 (ＪＲ総武本線旭駅 徒歩７分) 

参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時３０分頃 旭駅(ＪＲ総武本線) 

コース／西宮神社～あじさいロード～旭スポーツの森公園

～馬場地区～太田地区～袋公園(昼食)～さくら橋～旭駅 

○みどころ 仁玉川沿いのあじさいロードは、カラー舗さ

れ歩きやすく、また１，５００株を超える色とりどりのあじさい

が見ごろを迎えます。スポーツの森公園へ向かう途中の田

んぼは、見渡す限りの苗がまるで海原が波打つかのように

美しくゆれ、その様には癒されることと思います。 

 

 

     《千葉県 54ウオ-ク 柏市・流山市》 

主  催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／６月２２日(日) ９時  団体歩行 

集 合／南柏児童遊園（ＪＲ常磐線南柏駅西口 徒歩２

分） 

参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時３０分頃 南流山３号公園（ＪＲ武蔵野線・Ｔ

Ｘ線南流山駅 徒歩３分） 

コース／南柏児童遊園～東部公民館～あじさい通り～流

山市東消防署～流山市総合運動公園～南流山３号公園 

○みどころ 流山地の隠れた名所、通称「あじさい通り」

をめぐります。普通の住宅街の道の脇にある斜面が紫陽

花（アジサイ）で埋め尽くされています。斜面を彩る色とりど

りのアジサイは壮観です。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 千葉市・八千代市》 

主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-5025-8067（田中隆英） 

日 時／６月２６日(木) ９時  団体歩行 

集 合／新検見川公園(ＪＲ総武線新検見川駅 徒歩３分) 

参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円 

解 散／１４時３０分頃 八千代台第一公園（京成本線八

千代台駅 徒歩６分） 

コース／新検見川公園～しらさぎ公園～神場公園～花

島公園～柏井市民の森～運動公園～八千代第一公園 

○みどころ 出発式後、花見川サイクリング道路を散策

しながら花島公園へ向かいます。到着後、昼食を済ませ

た後、教室・表彰式を行い、希望者は一次解散をし、本体

は花見川団地を柏井市民の森散歩道から団地の運動公

園で小休止した後、ゴールへ向かいます。 

 

 

主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-3595-0926(櫻井) 

日 時／６月２９日(日)  ９時  団体歩行 

集 合／お茶の水公園(ＪＲ総武お茶の水駅 徒歩５分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

       （小石川植物園入園料は各自負担です） 

解 散／１４時頃 小石川植物園前（（都営三田線白山駅 

徒歩１０分） 

コース／お茶の水公園～神田明神～湯島天神～麟祥院

～一葉ゆかりの地～こんにゃく閻魔～牛天神～しばられ

地蔵～教育の森公園～伝通院～小石川植物園 

○みどころ 一葉と千姫のゆかりの地と、江戸情緒の残

る湯島・本郷・小石川の神社、寺院をも訪ねます。小石川

植物園は日本最古の植物園です。３００有予年の歴史を

感じ取れるようじっくりと観賞ください。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 松戸市・市川市》 

主  催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日 時／６月２９日(日) ９時  自由歩行 

集 合／松戸中央公園（ＪＲ常磐線松戸駅東口 徒歩４分

ヨーカ堂の裏側） 

参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１３時頃～１７時まで 松戸中央公園  

コース／春 雨 橋 ～ 江 戸 川 土 手 ～ 矢 切 り の 渡 し ～      

じゅん菜池公園へ。 ２７ｋｍは真間川沿いを経て市川大

野駅～大町駅～八柱霊園～岩瀬～松戸中央公園 

〇みどころ 川沿いの景観をゆっくりと。 

 

 

第１３８回平日楽々ウオーク     １４ ｋｍ 

「市民の森を結んで歩く」 

 

あじさいウオーク            １０ ｋｍ 

 

 

流山の紫陽花めぐり           １４ ｋｍ 

松戸からの自然散策ウォーク   ２７／１５ ｋｍ 

一葉・千姫と歩く小石川植物園めぐりウオーク  

                       １３ ｋｍ 

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

香取市　佐原公民館

（JR成田線佐原駅　徒歩５分）

時間 ９時　

1２時頃

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

 ６月２８日（土） （JR海浜幕張駅南口　徒歩１分）

時間 ９時～９時３０分

１３時１５分頃

＊　参加費３００円（資料代、保険料等）飲み物・敷物持参

　　　問い合せ：☎　０４３－２５５－０１４１

NPO法人千葉県ウオーキング協会

6月14日(土)

受
付

場所

解散

6月14日(土)

受
付

場所

解散

解散

6月14日(土)

受
付

場所

解散

受
付

場所

ウオーキング教室 



４   CWAニュース 

     ２０１４．５ 

 

４月１２日（土）、１３日（日）の２日間、市川市スポーツセ

ンターを主会場にして、第８回下総・江戸川ツーデーマー

チが行われました。２日間とも絶好のウオーキング日和に

恵まれ、１日目は１,２５２名（大町自然公園コース・３３Kｍ、

２８６名、堀之内貝塚コース・１８Kｍ、３５１名、野菊の墓碑

コース・１１Kｍ、３３８名、水と緑の回廊コース・６Kｍ、２７７

名）、２日目は１,１０４名（行徳野鳥観察舎コース・３２Kｍ、

２３４名、中山法華経寺コース・２０Kｍ、３５９名、真間川文

学の道コース・１１Kｍ、２５７名、アイ・リンクタウンコース・７

Kｍ、２５４名）、あ

わせて２,３５６名が

参加しました。 

２日目とも１,０００

人を超えたのは初

めてのことです。 

昨年まで参加して

くれた船橋ひかり

幼稚園の園児・父

兄の参加がなかっ

たのが残念でした

が、市川市内のス

ポーツ少年少女の

参加が大会を盛り

上げてくれ、十分

に補ってくれました。

また、今年も韓国

原州市から参加がありました。 

さらに、今年はノルディック・ウオークの皆さんが１１Kｍ

および６･７Kｍコースに参加し、華やかなコスチュームで歩

いて行かれました。 

ステージでは、

各種の演芸に加

えてウオーキン

グの講習が行わ

れ、聞かれた皆

さんが来年の大

会に参加してく

れるものと期待し

ています。 

大会に参加していただいた皆さま、市川市、いちかわ歩

こう会、ＣＷＡ・加盟団体の役員の皆さま、ありがとうござい

ました。心よりお礼申し上げます。 

                 （ＰＴ委員長 中村 建策） 

 

 各団体の月例会は集団歩行が、ＪＭＬ（日本マーチ

ングリーグ）などの大会では、自由歩行が主体に行わ

れています。ＪＭＬの大会では２万５千分の１の地図

を作成して配布しています。地図が読めると、ウオー

キングがいっそう楽しいものになります。 

◆地図の種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

市販されている国土地理院発行の縮尺には、１万、２万５

千、５万、２０万、５０万分の１があります。基本図は２万５千

分の１の地形図で、全国が網羅されています。一枚で横

が約２０キロメートルと歩くのに手頃な距離感です。 

 地理院の１万分の１は、歩道橋もわかるほど微細な地形

図ですが、大都市に限られています。地域の市町村では

地域内だけの白地図を販売しているところもあります。 

 民間の出版社から出ている地図は、国土地理院版がベ

ースで、公園や信号、バス停などを追記したもの。２万～４

万分の１などあり、建物の名前などがあって、便利です。 

◆地図の読み方 

 地形図は、実際の地形を記号で表現しています。山や

川、鉄道、駅、道路、送電線、学校、市役所、病院、工場、

橋、記念碑など多数の記号があります。 

 地図を見ながら、全体のコースやチェックポントの場所、

現在地、高低差、残り距離などがわかるので、違った楽し

み方ができます。 

◆地図の持ち方 

 地図の北とコン

パスの北を合わせ

ます。 

地図の持ち方は、

字が読みにくくても、

進行方向を前にし

ます。片手の平に

入るくらいの大きさ

に折りたたんで持

ちます。 

 地図に慣れるた

めに、自宅周囲の

地図（２万５千分の

１）を１枚手に入れましょう。 

まず、自宅の位置に赤丸を入れます。次に、行きたいとこ

ろに印をつけます。自宅から最初の場所までの大体のコ

ースを決めて歩き出します。まず北（上）に１キロ行ったら

東（右）、さらに１キロで西（右）に行き、自宅に帰ればちょう

ど４キロです。（ＧＰＳ｛全地球測位システム｝を使ったウオ

ーキングナビでは、歩いたルートが、パソコン上に表れま

す。距離や高低もカンタンです）地図に歩いたコースを赤

線で書き込みます。このとき、地図の記号と現地を比較し

ながら歩きましょう。地図では省略されている学校名や公

園、トイレなど、目印になる目標物を書き込みます。こうす

ると、オジジナルの地図になります。 

◆距離の測定方法 

 簡単な方法では、指を使います。２万５千分の１の地図

では、Ⅴサイン（人差し指と中指の間を約８センチ）が約２

キロとなります。ほかに、地図のルートをなぞって測るマッ

プメジャー、キルビメーターなどは大きな文具屋さんにあり

ます。 

 

第８回下総・江戸川ツーデーマーチ報告 

 

 

 

 

ウオーキング雑学：シリーズ・２４「地図の読み方」 

 

 

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 


