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◆東京オリンピック:1964年から 2020年へ 

主 催／１９６４東京オリンピック５０周年記念・メモリ

アルフェスタ ＩＮ TOKYO実行委員会 

共 催／（公財）日本オリンピック委員会 他 

後 援／（一社）日本ウオーキング協会 他 

協 力／NPO法人千葉県ウオーキング協会 他 

日 時／１０月１８日（土） １３：００ 

記念讃歩「オリンピックを讃えて歩こう！」 

集 合／府中の森公園展望広場 

コース／府中の森公園～５０ｋｍ競歩折返点～甲州街道マラ 

ソン折返点～味の素スタジアム～調布基地跡地運動広場Ｅ３ 

グラウンド 

表彰式／１４時３０分 調布市Ｅ３グラウンド 

参加費／５００円申込み・問合せ先/日本健康スポーツ連盟 

      TEL：03-6821-3936 FAX:03-6699-9742 

 

《５００選 １２－０１》《千葉県５４ウオーク 柏市・

我孫子市》 

主 催／手賀沼ふれあいウオーク実行委員会 

日 時／１１月８日（土）８時３０分～１５時 

集 合／①柏ふるさと公園（逆時計回りコース） 

        （ＪＲ北柏駅 徒歩１０分） 

      ②手賀沼公園（時計回りコース） 

        （ＪＲ我孫子駅南口 徒歩１０分） 

参加費／１８歳以上事前申し込み３００円（当日５００円） 

        １８歳未満無料 

コース／手賀沼一周２０ｋｍ９時３０分出発式（自由歩行） 

手賀沼半周１０ｋｍ９時３０分出発式（自由歩行） 

フアミリーコース 約４ｋｍ １０時３０分出発 

＊我孫子会場限定：ウオーキング教室 

       手賀沼半周コース（団体歩行） 

問い合わせ先／手賀沼ふれあいウオーク実行委員会 

☎：04-7185-1126・ ＦＡＸ：04-7187－1144 

☎：043-255-0141・ ＦＡＸ：043-255－0204 

＊事前申し込み締め切り日 １０月３１日（金）「振込金受領

書は当日持参、提示して下さい。（取り消し・不参加の場合は

返金できません）当日会場にても受付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《千葉県５４ウオーク 佐倉市》 

主   催／佐倉カルチャーウオーク実行委員会 

事務局／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141 

主 管／船橋歩こう会、ちば歩こう会、北総歩こう会、 

いちかわ歩こう会、東葛ウォーキングクラブ、 

千葉県ウオーキング協会 

日  時／１１月２２日(土)    

集  合／佐倉城址公園自由広場（京成佐倉駅 徒歩１５分 

ＪＲ佐倉駅徒歩２０分） ２０㎞コース：８時３０分   

１０㎞コース：９時３０分 楽しい健康講座：９時３０分 

参加費／ＣＷＡ加盟団体２００円・その他３００円 

楽しい健康講座５００円 （中学生以下無料） 

解 散／１５時まで 佐倉城址公園自由広場 

コース／①２０ｋｍコース（自由歩行）：佐倉城址公園自由広 

場～ふるさと広場～岩名運動公園～京成佐倉駅前（以下１０ 

ｋｍコースと同じ） 

②１０ｋｍコース（自由歩行）：佐倉城址公園自由広場～国立

歴史民俗博物館正面入口～京成佐倉駅前～佐倉市立美術

館～鹿山文庫(佐倉高校)～順天堂記念館～旧堀田邸～武

家屋敷～佐倉城址公園自由広場 

③楽しい健康講座：楽しく歩くための健康講座、ウオーキング

教室及びミニウオーキング…要予約・事務局へ 

 

※昨年１０月に終了した平成奥の細道ウオークに参加された

埼玉県の池田さんが１１年間の歩いた記録が上梓されました

のでご紹介します。 

◆著 者 池田 敏之◆署 名 平成奥の細道ウオーク記 

《８０男の難行苦行の１１年間の行楽》 

◆出版社  ぱるす出版（株）   価格 １,６００円 

◆ウオーカーの皆様には実費 １,０００円で頒布されます。 

ご関心とご興味ある方は下記へお振込みください。 

◆送料込みで直接池田さんから送付されます。 

振込先：郵便局・振替番号  ００１３０－１－６３４０２９ 

振込先：池田 敏之・煩布価 １,０００円 

※千葉県ウオーカーの方々も、奥の細道ウオークに参加さ

れています。是非ご購入頂けますと幸いです。 
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毎月 1日発行  編集責任者 山口 誠 

手賀沼ふれあいウオーク ２０／１０ ／４ ｋｍ 

出版本「平成奥の細道ウオーク記」購入のお願い 

第１回佐倉カルチャーウオーク ２０／１０ ｋｍ １９６４東京オリンピック５０周年記念 

メモリアルフェスタ ＩＮ ＴＯＫＹＯ   ５ ｋｍ 
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主 催／船橋歩こう会   ☎ 090-7703-3782 

日 時／１１月９日(日) ９時  団体歩行 

集 合／神田児童公園（都営新宿線小川町駅Ａ２出口 

徒歩５分） 

参加費／CWA加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時頃 皇居外苑楠公像（ＪＲ東京駅 徒歩１０

分） 

コース／神田児童公園～神田明神～湯島聖堂～山の上

ホテル～錦華公園～清水門～北の丸公園～英国大使館

～平河天満宮～三宅坂小公園～桜田門～楠公像 

〇みどころ 「池波正太郎を歩く」シリーズの３回目。今回

は「火付盗賊改方役（清水門）と皇居周辺を訪ねて」として、

池波がこよなく愛した神田・御茶ノ水・神保町・九段下・千

鳥ヶ淵・半蔵濠・平河町・桜田濠・皇居外苑を訪ねます。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 千葉市》 

主 催／ちば歩こう会 ☎ 043-278-0902（小野(剛)） 

日 時／１１月９日（日）１０時 団体歩行（一部自

由歩行） 

集 合／みなと公園（ＪＲ京葉線千葉みなと駅 徒歩５分） 

参加費／CWA加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時３０分頃 豊砂公園（ＪＲ京葉線海浜幕張駅

徒歩１５分） 

コース／みなと公園～自動車団地東～稲毛海浜公園・

花の美術館（昼食）～稲毛記念館～検見川の浜～美浜大

橋～ＱＶＣマリンフィールド～豊砂公園 

○みどころ みなと公園から稲毛海浜公園(花の美術館)

までは団体歩行し、ここから先は海岸線に沿ってゴールま

で自由歩行とする。海岸線の直線コースを利用してエクサ

サイズウオーキングを体験します。 

 

 

主  催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-7016-6224（榎本） 

日  時／１１月１０日（月）９時３０分 自由歩行 

集  合／千住大橋 橋戸河岸 (京成線千住大橋駅 徒歩

４分) 

参加費／CWＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解  散／１２時～１４時 はとば公園（都営大江戸線勝どき 

駅 徒歩７分） 

コース／千住大橋から隅田川に沿って下り、勝鬨橋まで

右岸・左岸のどちらを歩くかは自由です。 

〇みどころ ①隅田川テラスから見るスカイツリー②両国

橋近くの左岸にあるテラスギャラリー③芭蕉庵史跡展望庭

園からの清洲橋 ④佃の街並み⑤大川（隅田川）を往来

する水上バス等をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

かっこ 

《千葉県 54ウオーク 銚子市 》 

主 催／東総歩こう会  ☎ 090-4243-6769(川尻) 

日 時／１１月１６日(日) ９時３０分 団体歩行 

集 合／松岸駅前（ＪＲ総武本線・成田線） 

参加費／CWA加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時頃 清川町第二公園（ＪＲ総武本線・成田線

銚子駅 徒歩３分） 

コース／松岸駅前～松岸見晴台テレビ中継等～風車群

～広域農道～セーブオン～イオン銚子店(昼食)～三崎新

田～大谷津交差点～銚子市立高校グラウンド～春日小

前～浄国寺裏門～清川町第二公園 

○みどころ 銚子のブランドキャベツ、『灯台キャベツ』の

広々とした畑と、風力発電の風車を見ながらのウオークで

す。昼食場所のイオン銚子店の屋上からは、キャベツ畑

や、風力発電の風車、そして、雄大な太平洋を望むことが

出来きます。風力発電の風車がすぐ間近で回っている風

景には、迫力があります。 

※トイレがイオン銚子店だけにしかありませんので、ご注意

下さい。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 我孫子市・印西市》 

主  催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日 時／１１月１６日(日) ９時  自由歩行 

集 合／天王台西公園（ＪＲ常磐線天王台駅南口 徒歩３

分） 

参加費／CWA加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１６時頃まで 柴崎台中央公園（ＪＲ常磐線天王

台駅 徒歩８分） 

コース／天王台西公園～滝下公園～手賀曙橋～水道橋  

～浅間橋～発作踏切～栄橋～利根町役場前～戸田井橋

～相野谷川排水機場～大利根橋～柴崎台中央公園 

○みどころ  手賀川沿いと利根川沿いに広がる豊な  

自然の中、自身のペースでゆっくり堪能してください。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 柏市・流山市》 

主  催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日  時／１１月２６日（水）９時 自由歩行 

集  合／１３ｋｍ：９時 運河水辺公園（東武線運河駅 徒

歩３分）、２９ｋｍ：９時 西口第一公園（ＪＲ常磐線柏駅 徒

歩５分） 

参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円 

解  散／１６時まで 西口第一公園 

コース／共に５００選（１２－９）コースを歩きます。２９ｋｍ

は、国道６号線～坂川沿い～流山総合公園～運河駅で１

３ｋｍと同じコースを歩きます。共に西口第一公園に戻って

きます。 

〇みどころ 自身の歩きで一日をお楽しみください。 

池波正太郎を歩く パートⅢ         １２ ｋｍ 

「火付盗賊改方役宅（清水門）と皇居周辺を訪ねて」 

 

「隅田川ライン下り」ウオーク     １３ ｋｍ 

スポレク祭ウオーク           １２ ｋｍ 

リバーサイドフリーウオーク   ２８／１２ ｋｍ 

 

柏の葉から利根運河へ     ２９／１３ ｋｍ 

銚子西部台地ウオーク         １０ ｋｍ 
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主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／１１月１９日(水) ９時３０分 団体歩行 

集 合／代々木公園 （ＪＲ山手線原宿駅表参道口・東京

メトロ千代田線明治神宮前駅出口 2（ＪＲ口） 徒歩 2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 神田明神横 宮本公園（ＪＲ御茶ノ 

水駅・東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅 徒歩５分） 

コ ー ス／代々木公園～神宮外苑銀杏並木～豊川稲荷～

北の丸公園（昼食）～東京大神宮～神田明神～宮本公園 

○みどころ 都内有数の美しい銀杏並木を散策し、東京 

の有名な神社３社をめぐるコ－スです。都心の秋の一日を 

お楽しみください。 

          「神宮外苑 銀杏並木」 

 

 

   《千葉県 54ウオ－ク 松戸市・流山市》  

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／１１月２３日（日） 

    ３６ｋｍ：７時～８時 自由歩行（受付順出発） 

    １２ｋｍ：９時    団体歩行 

集 合／３６ｋｍ：松戸駅西口ペデストリアンデッキ（ＪＲ常

磐線）  １２ｋｍ：西口公園（ＪＲ松戸駅西口 徒歩３分）     

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／３６ｋｍ：１２時～１６時 松戸駅西口スタ－ト場所 

１２ｋｍ：１３時頃 ひまわり公園（ＪＲ武蔵野線三

郷駅 徒歩３分） 

コ ー ス／３６ｋｍ：松戸駅～江戸川土手（左岸）～葛飾橋 

～江戸川土手（右岸）～玉葉橋～江戸川土手（左岸）～松

戸駅 １２ｋｍ：西口公園～江戸川土手（左岸）～葛飾橋～

江戸川土手（右岸）～水元公園～江戸川土手（右岸）～ひ

まわり公園 

○みどころ ３６ｋｍコ－スは前回と同じコ－スで江戸川

土手を自由歩行で時計回りに歩きます。１２ｋｍコ－スは３

６ｋｍと同じコ－スを団体歩行で三郷駅近くの公園迄歩き

ます。途中、水元公園に寄り、休憩をしてから江戸川土手

を歩きます。道は平坦ですので歩きやすいですよ。 

その他／１２ｋｍの 54ウオ－ク認定は松戸市のみ  

 

 

 

《千葉県 54ウオ－ク 大網白里市・東金市》 

主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-3204-6444（神戸） 

日 時／１１月２７日（木）９時３０分  団体歩行 

集 合／旧大網駅跡地「児童公園」（ＪＲ外房線大網駅 

徒歩７分） 

参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円 

解 散／１５時頃 八鶴湖（ＪＲ東金線東金駅 徒歩１０分） 

○みどころ 前回は新緑の季節でした。秋の風景は？

雄蛇が池から歴史遺産本国寺（宮谷県庁跡）、日吉神社、

八鶴湖を訪ねます。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 市川市》 

主 催／いちかわ歩こう会 ☎090-1031-6318(矢田貝) 

日 時／１１月３０日（日) ９時 団体歩行 

集 合／中山法華経寺 (京成線中山駅 徒歩５分・ＪＲ総

武線下総中山駅 徒歩１０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／１５時頃 みかど公園（JR 武蔵野線市川大野駅 

徒歩５分） 

コース／中山法華経寺～中山競馬場～姥山貝塚公園～

市川市民キャンプ場～市川霊園～大町自然公園（もみじ

の里）～観賞植物園～駒形神社～礼林寺～みかど公園 

○みどころ 晩秋の一日、澄み渡る空のもと中山法華経

寺から道端や屋敷内の「紅葉」を眺めながら歩き、今年も

一面に色鮮やかに色づくであろう「大町もみじの里」回遊

を楽しみませんか。お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大町もみじの里」ウオーク       １５ ｋｍ 

第１４２平日楽々ウオーク       １２ ｋｍ 

「雄蛇が池から八鶴湖を巡る」 

 

都心の銀杏並木             １４ ｋｍ  

江戸川を歩こう          ３６／１２ ｋｍ     

教室は県内４箇所で開催致します（雨天中止）

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

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

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１５分頃

我孫子市　手賀沼公園

（JR我孫子駅　徒歩１０分）

時間 ８時３０分～９時３０分

１３時１５分頃　　「手賀沼ふれあいウオー
ク」に参加します。参加費等詳細は１頁
行事案内を参照してください。

＊　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

解散・
参加費

11月8日(土)

11月8日(土)

受
付

場所

解散

11月8日(土)

受
付

場所

解散

11月15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 

     ２０１４．１０ 

                                       

                                       

８月１０日千葉県青少年女性会館において CWA 組織・指

導部主催で CWA指導者夏期研修会が行われました。     

 出席者総数５６名の皆様をお迎えし、午前は片山会長・

森田組織・指導部本部長の挨拶に始まり、小林数夫氏

（組織・指導部副部長）が薬剤師の立場から危険ドラッグ

などのタイムリーな話をしていただきました。 

 その後、Ａ班～Ｇ班

まで７グループに分

かれて、歩こう会や

CWAで抱える課題に

ついてディスカッショ

ンをし、その結果を各

グループの代表者が

発表をしました。和気

合い合いとした中にも、活発な討論があちこちから聞こえ

ていました。４５分間の休憩・昼食をはさんで、午後は参加

者５６名全員による一分間スピーチで、ユニークな発言も

飛び出して、会場が笑いで包まれる場面もありました。 

この後、当日の主題である CWＡクールダウンストレッチ 

立位マニュアルの編集に携わった組織・指導部員の 

紹介をし、会場にお見えになったイラスト製作者の近藤博

子さんを参加者に紹

介しました。ご本人か

らは、イラスト製作を

引き受けるに至った

経緯やら、入院中に

作成を始めた裏話な

どが披露されました。 

 立位マニュアル編

集責任者である平野より、立案から完成に至る経過説明を

しました。 

 平成２５年９月の常任理事会での発案から平成２６年７月

の完成了承迄の説明と、組織・指導部内の経過説明をし、

近藤さんからは、６月２２日～２３日に２１枚のイラストの提

供を手始めに、７月２日から７月２８日までに５回に分けて

合計４３枚の提供をしていただきました。その間、顔の向き

や足の位置・新しいポーズやらいろいろの要望にも快く引

き受けていただき、長期にわたるご苦労に心から感謝申し

上げます。 

 さて、研修会の現場では、全員が大ホールに移動してＡ

班～Ｇ班の班別に実技習得となりました。ほとんどの班が

マニュアルを見ながら繰り返し何度も形の確認をして、１時

間以上も有効な習得をしていました。クールダウンスト 

レッチとは言ってもこれだけやると疲労困憊で、歩いている 

方が楽だという声があちこちから上がっていました。 

 参加者の皆様、本当にお疲れ様でした。このマニュアル

が少しでも皆様のお役に立つことが出来れば、編集者とし

てこの上ない喜びであります。 

近藤博子さんを始め、このマニュアルの製作にご協力を頂

きましたすべての方に厚く御礼を申し上げます。 

 有難うございました。      

組織・指導部 平野 潤 

 

実施日：９月２日（火）天候：晴 参加者：１９４名   

距離：１２ｋｍ 

 当ウオーキング大会は夏休み明けの平日実施が多いこ

とから、子供さんを含めた若手ウオーカは少なく、元気な

シニアウオーカーが多く参加するのが特徴で、今年は大

会前日まで続いた降雨が嘘のように晴れ渡り、例年以上

の多数のウオーカが参加された。 

又、今回初めての千葉ケーブルテレビのカメラ撮影のなか、

スタート地点の千葉公園を出発した。 

スタート直後より

気温、湿度が高

くなったことから、

前回大会での熱

中症ウオーカ発

生を反省し、途

中の本町公園、

丹後堰公園など

のトイレ休憩時

には十分な水分補給をお願いした。 

その後、中間ポイントである緑豊かな青葉の森公園内の

「彫刻の広場」に到着し、昼食と十分な休憩を取ったことで

コース後半ゴールに向け元気に出発、末広公園、ＪＲ本千

葉駅、及びポートアリーナを経由し、予定通り順調にゴー

ルみなと公園に到着した。 

 ゴールではクールダウンストレッチを実施後、当大会名

物行事であるアウトドア用品の抽選会が開催され、参加者

は当選した景品を受取り喜んで帰られた。 

尚、残念ながら作業不慣れから景品のスムーズな受け渡

しが出来なかったこと、参加者の皆様にお詫び申し上げま

す。 

参加者の皆様、支援役員の皆様ご協力有難うございまし

た。 

コースリーダ  岩崎 国男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導者夏期研修会２０１４ 報告  

day 

 

 

第１８回くつの日記念ウオーク 報告 


