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通算第１６３号

行事（大会・例会など）参加中に被った傷害又は疾病に対

２０１４年１１月号
号

毎月 1 日発行

新春初詣ウオーク 「香取神宮・側高神社」 １３ ｋｍ

《千葉県５４ウオーク 香取市》
催／ＣＷＡ ☎043-255-0141
管／東総歩こう会
時／１月１１日（日）９時１５分
合／諏訪公園（伊能忠敬銅像）（ＪＲ成田線佐原駅 徒歩
５分）
参加費／３００円
解 散／１５時３０分頃（ＪＲ成田線香取駅）
コース／諏訪神社～伊能忠敬旧宅～佐原県立病院先交差
点～香取神宮～東関東自動車道沿い～佐原パーキング（昼
食）～側高神社～東関東自動車道沿い～香取駅
〇みどころ 官幣大社香取神宮参拝後、奇祭といわれる側
主
主
日
集

高神社の髭撫祭を見学します。
佐原駅着
香取駅発

上り

下り
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８：５８

１５：３０

１５：１８

１６：００

１６：１４

佐原から江戸へ１１０ ｋｍ
第１４回忠敬江戸入りフォーデーウオーク
《千葉県５４ウオーク 香取市・神崎町・成田市・栄町・
印西市・我孫子市・柏市・流山市・松戸市・市川市》
《５００選 ：千葉－０４（２２日）、千葉－０１（２３日）》
主 催／ＣＷＡ ☎０４３－２５５－０１４１
日 時／平成２７年１月２２日（木）～1 月２５日（日）
参加費／事前・当日申込み（４日間通し券）１，０００円
★事前申込み締め切り日 １月２１日（水）
当日参加（１日参加券） ３００円
振込先／郵便振替口座：００１３０―０－４２８１９５
口座名義：千葉県ウオーキング協会大会係
日 時／１月２２日（木）９時 団体歩行・自由歩行
集 合／佐原諏訪公園（ＪＲ佐原駅 徒歩５分
※その他、コース等詳細は１２月号にて案内致します。
ＪＷＡの災害補償制度について

行事（大会・例会など）参加中に被った傷害又は疾病に対
し補償する制度で，CWA もこの制度に加入しております。

編集責任者 山口 誠

CWA ニュース ２０１３年８月号、９月号で紹介しました傷害
福祉制度は本年２月に改定されました。 新災害補償制度
の大きな特徴点は，熱中症等の特定疾病も補償対象となり,
特別傷害福祉見舞金制度は廃止となりました。また，ＪＷＡ正
会員を対象とした日常生活中のケガや特定疾病による事故
に対する見舞金制度が創設されました。
災害補償給付金は次のようになっています。
(死亡） 弔 慰 金
５００万円
(療養)入院見舞金
日額 ４,０００円 (１８０日限度)
(療養)通院見舞金
日額 ２,０００円 ( ９０日限度)
＊行事参加中とは，①行事の集合場所から解散場所まで
②事前に行事参加登録をしている場合，行事に参加するた
めに自宅を出発してから行事参加後に自宅に到着するまでと
なつています。③制度会員(制度費として年間 ５００円を支払
払っている会員) が行事に参加の場合は，事前登録がされて
いると看做します。
＊傷害とは，急激で偶然な外来の事故により被ったケガを云
い，疾病とは，熱中症，低体温症，脱水症，急性心疾患，急
性脳疾患，細菌性食中毒等を云う。
＊対象となる行事は、ＪＷＡ及び JWA に加盟している団体が
主催･協賛・管轄する行事が対象になる。
＊補償を行わない場合
・本人又はその法定相続人の故意又は重大な過失による傷
病 ・自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による傷病
・麻薬，あへん，大麻，覚せい剤等の使用による傷病
・無資格運転、酒酔運転により生じた事故による傷病
・他覚症状のないむちうち症、腰痛
・本人の妊娠、出産又は早産
ＪＷＡの傷害・特定疾病見舞金制度について
ＪＷＡ個人会員を対象として，通常の日常生活中に偶然発生
したケガ又は特定疾病による死亡及び入院事故に対する見
舞金制度です。
見舞金給付金は次のとおりです。
死亡見舞金
１０万円
入院見舞金
日額 ４,０００円 ( １２日限度)
＊特定疾病とは，急性心疾患，急性脳疾患，細菌性食中毒，
熱中症，低体温症，脱水症等です。
【JWA の災害補償規程、傷害・特定疾病見舞金制度規程を要約】
ＣＷＡニュース
２０１４．１１

１

隅田川橋めぐり

１５ ｋｍ

主
日
集

催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
時／１２月３日(水) ９時３０分 団体歩行
合／東白髭公園 （東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅 徒歩
１０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 はとば公園（東京メトロ日比谷線
築地駅 徒歩７分）
コース／東白髭公園～隅田公園～蔵前橋～浜町公園
（昼食）～永代橋～石川島公園～佃大橋～はとば公園
○みどころ 隅田川には古くからの一般道路の橋、高速
道路の橋、水道の橋など沢山の橋が架かっています。今
回は水神大橋から勝鬨橋までの橋を渡ったり、遠くから見
たり、下側から見たりと隅田川に沿って隅田川テラス（遊歩
道）を歩いて橋めぐりを楽しみます。
みんなの楽しいバスハイク

７ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-6197-1101（安保）
日 時／１２月６日（土）７時
団体歩行
集 合／千葉市役所（ＪＲ京葉線千葉みなと駅 徒歩５分）
参加費／ちば歩 ４，７００円 ・その他 ５，０００円
（ケーブルカー代、弁当付）
解 散／１９時頃 千葉駅ＮＴＴ前（ＪＲ千葉駅 徒歩３分）
○みどころ 奥多摩の御岳山を訪れます。前半はケー
ブルカーに乗り山岳信仰のシンボル「御嶽神社」を参拝し
ます。後半は多摩川両岸の景勝地「御岳渓谷遊歩道」を
散策します。御岳山は紅葉で有名ですが、今回はどこま
で期待できるでしょうか。また、希望者は、玉堂美術館を見
学します。(料金個人負担)
忘年ウオーク

１０ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 匝瑳市 》
主 催／東総歩こう会
☎ 090-4243-6769(川尻)
日 時／１２月７日(日) ９時
団体歩行
集 合／八日市場公民館 （ＪＲ総武線八日市場駅 徒歩
７分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時頃 八日市場公民館
コース／八日市場公民館～国保匝瑳市民病院～脱走塚
～爪かき地蔵～松山神社～松山庭園美術館～大浦～ふ
れあいパーク(昼食)～八匝水道～天神山公園～八日市
場公民館
○みどころ 匝瑳市の里山と田園地帯のウオークです。
昼食場所のふれあいパークは季節ごとの野菜を中心に年
間１，２００品目以上の商品が並ぶ直売所です。また、レス
トランも設置され、旬の野菜を使った天ぷらや、匝瑳産の
『いも豚』を使用した生姜焼き定食なども召し上がれます。
布施の弁財天で忘年ウオーク

１０／１６／２８ ｋｍ

《千葉県 54 ウオ-ク 我孫子市・柏市》
２

CWA ニュース
２０１４．１１

主 催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／１２月１０日(水) ９時
自由歩行
集 合／北柏ふるさと公園（ＪＲ常磐緩行線北柏駅南口
徒歩１０分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１６時頃まで 北柏ふるさと公園
コース／会場から大堀川沿いに新駒木橋～柏の葉公園
～田中近隣センター～泉交差点～手賀大橋～手賀沼公
園～北柏ふるさと公園
○ その他 例年 恒例 のお 楽し み抽 選会 があ ります 。
空くじはありません ぜひお出掛けください。快速電車は
北柏駅に止りませんのでご注意ください。
納会ウオーク

１３ ｋｍ

「沼南地区の自然と歴史的文化財を訪ねて」
《千葉県 54 ウオーク 柏市》
催／船橋歩こう会
☎ 090-7703-3782
時／１２月１４日(日) ９時
団体歩行
合／永楽台近隣公園（東武野田線新柏駅 徒歩１０
分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円、
解 散／１４時３０分頃 逆井運動広場（東武野田線逆井
駅 徒歩１０分）
コース／永楽台近隣公園～法林寺～増尾城址～廣幡八
幡宮～寿量院～塚崎運動場～神明社～善龍寺～福寿院
～逆井運動場～観音寺～逆井運動広場
〇みどころ 沼南地区は、自然が豊かで史跡や歴史的
文化財が数多く残されております。それらの城跡や遊水池、
柏市の指定文化財や指定天然記念物を保有する名刹を
訪れ、自然と歴史と文化に触れるウオーキングです。
主
日
集

忘年ウオーク

１１ ｋｍ

《千葉県 54 ウオ-ク 千葉市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 043-211-6623（河南）
日 時／１２月１４日（日）１２時３０分 団体歩行
集 合／幕張海浜公園（ＪＲ京葉線海浜幕張駅 徒歩５
分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１６時３０分頃 高洲公園（ＪＲ京葉線稲毛海岸駅
徒歩５分）
コース／幕張海浜公園～イオン～真砂海浜公園～サイ
クリングセンター～稲毛航空記念館～高洲公園
○みどころ 歩き慣れた道を歩きます。幕張メッセ、メッ
セモール、高層ビル街を通り抜け、花見川を渡り真砂中央
公園で休憩、ここで美浜消防署職員による救急について
のお話を聞くことにしています。その後検見川の海岸から
冬の東京湾を眺めます。視界良好であればアクアラインや
スカイツリー、富士山が眺められるかもしれません。
同行二人～東葛印旛送り大師の道を歩く
１１／１９ ｋｍ
《千葉県 54 ウオ-ク 我孫子市・柏市・白井市》
《千葉県 54 ウオ－ク 我孫子市・柏市・白井市》

主 催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
日 時／１２月１４日（日）９時
団体歩行
集 合／湖北台１号公園（ＪＲ成田線 湖北駅 徒歩 5 分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１５時頃 湖北台中央公園（ＪＲ成田線湖北駅
徒歩５分）
コース／湖北台１号公園～宝寿院～木崎薬師堂（ショ－
トは粟島神社へ）～薬師堂～延命寺（昼食）～阿弥陀堂
～掛所２ヶ所～粟島神社（掛所）～東光院～東海寺跡（シ
ョ－トは手賀農協前バス停へ）～湖北台中央公園
○みどころ 平成２４年から始めた全７回シリ－ズの第３
回目です。今回は初冬の旧沼南町（現柏市）と白井市の１
０ヶ所の札所と３ヶ所の掛所を、地元大師講の２００年超の
巡礼文化を感受しつつ巡ります。ロングのＩＶＶ交付は、完
歩者：１９ｋｍ、バス乗車者：15ｋｍとなります。
「市川・船橋市境」めぐりウオーク

１３ Ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 市川市・船橋市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-3595-0926（櫻井）
日 時／１２月２０日（土）９時
団体歩行
集 合／葛飾八幡宮（ＪＲ総武線本八幡駅 徒歩７分、京
成線八幡駅 徒歩３分)
参加費／CWＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 天沼弁天池公園（ＪＲ・東武線 船
橋駅 徒歩５分）
コース／葛飾八幡宮～大柏川調整池～姥山貝塚～行田
公園～長津川親水公園～天沼弁天池公園
〇みどころ 創立２０周年を迎えたことと、この一年の無
事を葛飾八幡宮にご報告し、来年も健康で歩けますように
と祈願して、今年最後のウオーキングを冬枯れの木々や
道端の枯れ草と戯れながらゴールの天沼弁天池まで楽し
く歩く年忘れコースです。
東葛で歩き納めウオーク

《千葉県 54 ウオ-ク 千葉市》
主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-3408-6603（加藤）
日 時／１２月２５日（木）９時３０分
団体歩行
集 合／みなと公園（ＪＲ京葉線・千葉都市モノレール 千
葉みなと駅 徒歩５分）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１５時頃 千葉三越屋上（ＪＲ総武線千葉駅 徒
歩３分）
コース／みなと公園～ちばポートパーク～ポートアリーナ
～ハーバーシティ蘇我～青葉の森公園～千葉三越屋上
○みどころ クリスマスの商店街の飾りと買物風景を楽し
んでください。出発式後、臨界プロムナード通りをちばポ
ートパークへと向かい、ポートアリーナ、ハーバーシティ蘇
我を経て、青葉の森公園へ行きます。昼食後、ウオーキン
グ教室、表彰式を行い、通り町公園で小休止後、ゴール
へ向かいます。年の瀬の〆を行いますので、マイカップを
ご持参ください。
年忘れウオーク

１２／１４／２６／２８／４０ ｋｍ

「年の瀬の船橋市内歩き納め」
《千葉県 54 ウオ-ク 船橋市・市川市・習志野市》
主 催／船橋歩こう会
☎ 090-7703-3782
受 付／１２月３０日(火) ８時～１２時 自由歩行
集 合／船橋駅北口（ＪＲ総武線）
参加費／船歩無料 ・その他２００円、
解 散／１５時まで 船橋駅北口（ＪＲ総武線）
コース／運動公園コース（14km） 54 ウオ-ク：船橋市、
中山法華経寺コース(14km) 54 ウオ-ク：船橋・市川市
谷津干潟コース（12 ㎞） 54 ウオ-ク：船橋・習志野市
〇みどころ 恒例の年忘れウオークです。上記 3 コー
スから自由に選択し、時間内であればどのコースでも何
回でも歩けます。
ウオーキング教室

１２／２６／３６ ｋｍ

教室は県内４箇所で開催致します（雨天中止）

《千葉県 54 ウオ-ク
千葉市・八千代市・船橋市・白井市・松戸市・柏市》
主 催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／１２月２３日（祝）９時 自由歩行
集 合／２６ｋｍ：京成大和田駅前附近 ９時、
３６／１２ｋｍ：新検見川公園 ８時～１０時まで受付け（ＪＲ
総武線新検見川駅南口 徒歩３分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１２ｋｍ：１３時３０分頃まで 京成大和田駅前附
近、２６ｋｍ／３６ｋｍ：１７時まで 柏駅東口そごう前（ＪＲ常
磐線）
コース／１２ｋｍ／３６ｋｍは、５００選（１２－２）コースを歩き
ます。道の駅やちよから先は、国道１６号線沿いにゴール
を目指していただきます。
〇その他 54 ウオ-クは参加コースにより認定します。
第１４３平日楽々ウオーク
「年の瀬ウオーク」

１２ ｋｍ

12月6日(土)

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

12月6日(土)

１３時１５分頃

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
時間 ９時～９時３０分
解散

１３時１５分頃

香取市 佐原公民館
受 場所
（JR成田線佐原駅 徒歩５分）
12月13日(土) 付
時間 ９時
解散

１２時頃

我孫子市 手賀沼公園
受 場所
（JR我孫子駅 徒歩１０分）
12月13日(土) 付
時間 ９時～９時３０分
解散

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

ＣＷＡニュース
２０１４．１１

３

第４回バス埼玉県飯能市・日高市ウオーク 報告
実施日９月１８日（木）１号車ＪＲ津田沼駅南口千葉工大
前（４８名）・２号車（４６名）ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前、１号車
は定刻７時、２号車は
６時５５分に出発し、
市川ＰＡにほぼ同時
に合流しました。途中
渋滞もなく出発式を
行うレイクサイドパー
ク宮沢湖に到着しま
した。片山ＣＷＡ会長
より挨拶をいただき、湖畔を一周しました。さわやかな天気
で汗ばむことなく全員完歩しました。再びバスに分乗し、
日高市、高麗の郷、高麗神社へ向かいました。朝鮮半島
の高句麗滅亡のとき、難を避けて多くの王族や遺臣が我
が国に亡命して来ました。大和朝廷は７１６年律令制のもと、
関東一円に住んでいた高麗人１７９９人を集め武蔵国に高
麗郡を設置しました。初代郡司には高麗王族の高麗王若
光が就任し、未開の土地を開拓し、生活の基盤を変え、産
業を興しました。死後、若光をまつり高麗神社としました。
高麗人ゆかりの神社には若槻禮次郎、濱口雄幸、鳩山
一郎等参拝して総理になった政治家が多く「出世明神」と
して有名です。又歴代の駐日韓国大使、政略結婚で朝鮮
王朝へ嫁いだ李方子王妃（梨本宮方子女王）ご夫婦も参
拝されました。
神社の裏には重要文化財の高麗家住宅（昭和５２年復
元）があります。参拝後、再びバスに分乗し曼珠沙華の群
生地巾着田へ向かいました。降車後、入場券を渡し、早
咲きの花がほぼ満開の園内へ思い思い入園し、昼食後、
広い敷地の内外で清流を眺めたり、買い物をしたりとゆっ
くり約２時間散策をし、１４時にバス乗車、片山会長は２号
車の皆様にお礼の挨拶に見えました。バスはそれぞれ１７
時過ぎには出発地へ到着、家路につきました。
参加された皆様お手伝いしていただいた方々ありがとう
ございました。
バス担当 田中 隆英

《千葉県 54 ウオ-ク

４

CWA ニュース
２０１４．１１

千葉

５００選ウオーク
「利根運河と柏の葉公園を訪ねる」 報告
９月に入り悪天候続き、１１日は大雨洪水警報が出るあ
りさまで心配しましたが、当日はすっきりと晴れました。その
せいか２１８名という多数の方にご参加頂きました。
今大会は、主催が CWA（千葉県ウオーキング協会）、主
管が船橋歩こう会という形で行いました。出発式でＣＷＡ
片山会長より挨拶を頂いた後スタートしました。
朝方涼しく絶好のウオーキング日和ですいすい進みま
した。柏の葉公園にてＷＣ休憩を取り、こんぶくろ池を経
由して東大キャンパス前を進みました。実はこんぶくろ池
は湿地帯になるので、蚊が気になりまして保健所に確認し
ましたら、デング熱の発生はない（規制も）とのことで予定
通り歩きましたが、小さな子供たちも来ていて元気にあい
さつを交わしながら通過しました（一安心）。
福祉会館で２回目のＷＣタイムこの頃は気温も上がり汗
だく状態に、ここから昼食の東深井古墳公園迄頑張って
進みました。
古墳公園では、冷たいお茶を配布いたしました。冷たい
状態で配りたいのでプールに氷を入れ待機していただい
た役員の皆さんごくろうさまでした。お陰でウオーカーの方
から、冷たくてありがたいとの言葉を頂き苦労が報われまし
た。
昼食後ゴール目指して運河沿いに進みました。秋の気
配の黄花コスモスが道中満開になっており、気持ちが癒さ
れました。
そのまま直進して運河水辺公園へ、最後の丸太階段は
急斜面で大変だと思いましたが、皆さん無事完歩されまし
た。９月といってもまだまだ暑いこの時期無事終えられまし
たことに感謝申し上げます。尚、途中少し体調不良気味だ
った参加者には、１０ｋｍ地点の江戸川台駅からお帰りに
なることを勧めました。４名ほどいらっしゃいましたが気持
ちよく応じていただきました。途中で無理をせず止める勇
気が大切と思います。ご立派な判断だったと思います。
コースリーダー 山本 利美

