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◆第１０回通常総会を終えて   会長 片山 篤 

３月１５日、千葉県青少年女性会館にて第１０回通常総会

（通算３６回）が３名の顧問と１０３名の会員が参加し開催され

ました。 

議事は東総歩こう会の川尻会長が議長を務め、平成２６年

度報告事項１号〜３号と平成２７年度決議事項第１号議案〜

第４号議案が審議され承認を得られました。 

 昨年の反省として財務収支の赤字と団体参加者数減があり

ました。財務収支は大会スポンサーの破綻、冠大会で団体参

加者が約３００人減少等や役員交通費（南房総フラワーマー

チ）の補助と３５周年記念式典費用が主な原因で発生しました。

団体参加者の減少は、船橋ひかり幼稚園の経営方針変化（４

００名／２大会）と東京ベイ信金の下総・江戸川ツーデーマー

チ不参加（１００名）が主因となりました。 

一方成果としては ①京成電鉄株式会社 ②イオングルー

プのスポーツオーソリティ（株式会社メガスポーツ）に後援企

業として交渉し新規に加わりました。 

以上を昨年の結果として通常総会の場で説明を行いました。 

一般会員から資金使途が明確であり、財務収支赤字といっ

ても将来の投資的要素が強く役員への還元もあり貯めるのも

大事だが有効に使ったのだから支持するとの激励を頂きまし

た。その後顕彰式典は永年会員（１０年）が７名、功労賞が６名

に賞状と記念品を授与致し、通常総会は無事終了致しまし

た。   

又、通常総会終了後に臨時理事会を開催し、新理事の役

割を発表しました。今回は任期満了に伴い３名の副会長が退

任し２名の新副会長を任命、女性が力を発揮し、人材育成を

中心とした新体制へと舵を切る人事を発表しました。 

本日は皆様方の御協力・御支援に心より感謝し御礼申し上

げます。 

 

《千葉県５４ウオーク 九十九里町、山武市、横芝光町、 

 多古町、香取市》 

主 催／伊能忠敬大河ドラマ化推進協議会・成田空港地

域共生・共栄会議 

協 賛／ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会・他 

      ☎ 043-255-0141 

日 時／５月２９日(金）、３０日（土）、３１日（日） 

参加費／１日３００円 ３日間通し券７００円 

コース／ 

 

 

 

 

 

 

 

日 時／５月２９日(金）、３０日（土）、３１日（日） 

参加費／１日３００円 ３日間通し券７００円 

コース／ 

1 日目 伊能忠敬記念公園～海の駅「九十九里」～本須賀海

岸から道の駅「オライはすぬま」（団体歩行はここま

で）～ＪＲ横芝駅 

２日目 ＪＲ横芝駅～神保家～道の駅「多古あじさい館」～多

古町コミュニティプラザ 

３日目 多古町コミュニティプラザ～（団体歩行はここから）栗

源市民センター「さつき館」～伊能忠敬記念館    

期 日 

距 離 
集合場所 

受 付 

(スタート) 

ゴ ー ル 

（解散場所） 

５/29（金） 

自由歩行 

 ２２㎞ 

 

伊能忠敬記

念公園（九

十九里町） 

 

９時 

(１０時） 

ＪＲ横芝駅 

団体歩行 

 １４㎞ 

道の駅「オラ

イはすぬま」 

5/30（土） 

自由･団体 

とも１４㎞ 

ＪＲ横芝駅 
９時 

(９時３０分) 

多古町コミュ

ニティプラザ 

5/31（日） 

自由歩行 

  ２１㎞ 

多古町コミュ

ニティプラザ 

９時 

(９時３０分) 
伊能忠敬記

念館（香取

市佐原） 

団体歩行 

  １１㎞ 

栗源市民ｾﾝ

ﾀｰ（香取市） 

１０時 

(１０時３０分) 

記念講演／５/３０（土）ローマ･東京五輪金メダリスト鶴見修治

氏「人生に描く地図“私とオリンピック”」（聴講無料） 

交 通／５/２９（金）ＪＲ東金駅から送迎バス運行（８時３０分）、

「オライはすぬま」からＪＲ横芝駅へ送迎バス運行、５/３０（土）

記念講演終了後ＪＲ横芝駅へ送迎バス運行、５/３１（日）ＪＲ横

芝駅から送迎バス運行（８時３０分）、他に成田空港第２ターミ

ナル・多古町間のシャトルバス有り 

測量歩測体験／１日目の本須賀海岸において実施します 

（参加自由）。成績上位者に歩測の達人賞を授与します。 
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毎月 1日発行  編集責任者 山口 誠 

第１回 伊能忠敬を知ろう「佐原入り人生ウオーク」 

「 

http://homepage2.nifty.com/npocwa/
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《千葉県 54ウオーク 我孫子市》 

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／５月６日(水) ９時１０分 団体歩行 

集 合／布佐１号公園（ＪＲ成田線布佐駅東口 徒歩８分） 

参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・ 

その他３００円 

解 散／１４時頃 布佐１号公園 

コース／布佐１号公園～第１番・徳満寺～瑞光寺～懺悔

所・念佛院～四季の丘第２公園（昼食）～布川神社～納

経所・来見寺～第６番・勢至堂（不動堂）～布佐１号公園 

○みどころ 昨年は総州六阿弥陀堂巡拝①を歩きまし

た。①の場合、我孫子市と印西市のお寺を参拝しましたで、

②で利根町の残りのお寺を参拝するも、その寺さえ消滅し

てしまって石塔が何本か残っている場所に行きます。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 野田市》 

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／５月９日（土）９時  団体歩行 

集 合／川間駅北口広場（東武野田線） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１６時頃 南桜井駅（東武野田線） 

コース／川間駅～清泰寺～関宿滑空場～関宿中央ター

ミナル～（昼食）～道の駅庄和総合公園～南桜井駅 

〇みどころ 江戸川の東側に関宿の東宝珠花、そして

西側に春日部市庄和の西宝珠花という地名が現存してい

ます。一つの村が分断された歴史を偲びましょう。 

 

 

主  催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日 時／５月９日(土) １０時  団体歩行 

集 合／芝公園内ペルリ提督像前（ＪＲ山手線浜松町駅

北口より 徒歩７分） 

参加費／東葛ＷＣ無料 ・ＣＷＡ加盟団体３００円 ・ 

その他５００円 

解 散／大崎駅前 １４時３０分頃（ＪＲ山手線大崎駅 徒

歩１分） 

コース／芝公園～春日神社～亀塚稲荷～三田台公園～  

御殿山交番前～居木橋交差点～大崎駅前 

○その他 本会の設定した鎌倉道ですが、諸説もあり  

深く詮索はせずに楽しんでください。 

    

 

《500選 群馬 10-04(一泊コース)》 

主 催／ちば歩こう会 ☎一泊コース：090-8891-4439 

(中嶋)、日帰りコース：070-5027-4361（安保） 

日 時／一泊コース：５月１０～１１日(日・月)１０

日(日)７時、日帰りコース：５月１０日(日)７時 

集 合／一泊コース：みなと公園トイレ付近（ＪＲ京葉線千

葉みなと駅 徒歩７分）、日帰りコース：千葉市役所前（ＪＲ

京葉線千葉みなと駅 徒歩１０分） 

参加費／一泊コース（食事４回・保険付）：CWA 加盟団体

２３，０００円 ・その他２３，５００円、日帰りコース（昼食・保

険付）：CWA加盟団体９，０００円 ・その他９，５００円 

解 散／一泊コース：1１日１８時頃 ＮＴＴ前（ＪＲ総武線千

葉駅 徒歩５分）、日帰りコース：１０日２１時頃 ＮＴＴ前 

コース／一泊コース：５００選アプトの道Ｗ～北向き観音

～一茶古里Ｗ～須坂市内蔵の町Ｗ～善光寺御開帳、 

日帰りコース：善光寺御開帳 

○みどころ 一茶に連れられ善光寺参り In 房総の満願

として御開帳される長野善光寺を参拝します。 

 

 

主  催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-7016-6224(榎本) 

日  時／５月１０日（日） ９時  団体歩行 

集  合／千住東町公園(京成線関屋駅・東武線牛田駅 

徒歩 ５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 亀戸天神社（ＪＲ総武線亀戸駅 

徒歩１５分） 

コース／千住東町公園～東白髭公園～向島百花園～さ

くら橋～隅田公園～東京スカイツリー～亀戸天神社 

〇みどころ ５月の気候は気分も良し、花もきれい。「食

べて歩いてまた食べて」の団子屋さんを食べ歩きするウオ

ークです。東白髭公園の「こいのぼり」・スカイツリー・亀戸

天神社の藤の花など、見所も満載のコースです。 

 

かっこ 

主 催／東総歩こう会  ☎ 090-4243-6769(川尻) 

日 時／５月１７日(日)５時３０分～７時 団体歩行 

集 合／各指定された場所 

参加費／東総歩４，５００円 ・その他５，０００円 

解 散／１９時頃 各乗車場所 

コース／国立ひたち海浜公園～かねふくめんたいパーク

工場見学～那珂湊 

○みどころ 国立ひたち海浜公園の『みはらしの丘』で

は 3.5haに約 450万本のネモフィラの花が青空に向かって

広がります。一歩足を踏み入れるとそこは 360度見渡す限

り青一色の世界です。ライトブルーの可憐な花と、空と海と

が織りなす国内最大級のパノラマシーンは圧巻です。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 我孫子・柏・白井・印西市》 

主  催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日  時／５月１７日（日）９～１０時 自由歩行  

集  合／手賀沼公園内東屋（ＪＲ常磐線我孫子駅南口 

徒歩１０分） 

参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円 

解  散／２８ｋｍ：小林駅 １６時頃まで、１７ｋｍ：新木駅 

１４時頃まで （共にＪＲ成田線） 

コース／手賀川沿いの自然をお楽しみください。 

５月平日Ｗ 総州六阿弥陀堂巡拝②  １２ ｋｍ 

 

花より団子とスカイツリーウオーク   １０ Ｋｍ 

 

みんなの楽しいバスハイク（長野善光寺御開帳） 

1５ｋｍ（一泊コース）／３ｋｍ（日帰りコース） 

 

 

第３回いざ！鎌倉へ ロマンを求め古道を歩こう１０ｋｍ 

 

手賀川散策ウォーク       ２８／１７ ｋｍ 

５月例会ウオーク 県境の町を歩く  １７ ｋｍ 

「千葉：川間から埼玉：南桜井へ」      

バスウオーク               １0 ｋｍ 
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主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782 

日 時／５月２３日(土) ９時  団体歩行 

集 合／文泉公園（ＪＲ総武線亀戸駅 徒歩 5 分） 

参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時頃 東向島北公園（東武東向島駅 徒歩 

５分） 

コース／文泉公園～勝海舟揺籃之地碑～大横川親水公

園～東京スカイツリー駅～～牛島公園～長命寺～鳩の街

商店街～向島百花園～白髭神社～東向島北公園 

〇みどころ 今回のコースは鬼平犯科帳の舞台に一番

登場する場面が多い本所・向島・墨堤通・寺島界隈を散

策し、同時に、隅田川七福神のうち六福神を参拝します。 

 

 

主  催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日 時／５月２３日(土) １０時  団体歩行  

集 合／西大井広場公園（ＪＲ横須賀線西大井駅 徒歩 

２分） 

参加費／東葛ＷＣ無料 ・CWA 加盟団体無料 ・ 

その他５００円 

解 散／田園調布せせらぎ公園、１４時半頃の予定 

    東急東横線多摩川駅東口へ徒歩２分程 

コース／光福寺～旗岡八幡～洗足公園～多摩川駅 

 

 

《千葉県 54ウオーク 市川市》 

主  催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-9203-0025（太田） 

日  時／５月２４日（日） ９時 団体歩行 

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２分) 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解  散／１４時頃 市川駅（ＪＲ総武線） 

コース／アイ・リンクタウン～里見公園～国府台緑地～じ

ゅんさい池公園（昼食）～手児奈霊堂～市川駅 

〇みどころ 市川市の花「ばら」が満開の里見公園と須和

田公園、国府台緑地～江戸川～じゅんさい池と続く「水と

緑の回廊」と「バラを始めさまざまな花々に心を癒され、マ

イナスイオンをたっぷり吸い」ながら歩きます。 

 

 
《千葉県 54ウオーク 我孫子・白井・船橋・鎌ヶ谷市》 

主  催／東葛ウオーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日  時／５月２４日（日）９～１０時 自由歩行 
集 合／手賀沼公園内東屋（ＪＲ常磐線我孫子駅南口 

徒歩１０分） 
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／２５ｋｍ：新鎌公園 １６時頃まで、１３ｋｍ：高柳駅

１４時頃まで （共に東武線） 

 

 

 

 

《千葉県 54ウオーク 千葉市》 

主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-5402-7384（小野剛） 

日 時／５月２８日（木）９時３０分 団体歩行 

集 合／もみじ公園 （ＪＲ内房線土気駅 徒歩５分） 

参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円 

解 散／２０ｋｍ：１６時３０分頃 千城台駅前（千葉都市モ

ノレール）、１０ｋｍ：１２時頃 泉自然公園（バス停に誘導） 

コース／もみじ公園～千葉県消防学校～ひらかの森～

泉自然公園（昼食場所・一次解散）（午後から自由歩行）

～平和公園～大草谷津田いきものの里～千城台駅  

○みどころ 午後自由歩行の山歩きで農道や林道、森

の中、田圃沿い都川、調整池など変化に富んだ道を歩き

ます。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 柏市・我孫子市》 

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／５月３０日(土)９時 Ａ自由歩行 Ｂ団体歩行 

集 合／そごう柏店正面入口前（ＪＲ常磐線・東武線柏駅 

東口 徒歩１分）     

参加費／ＪＷＡ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・その他２６０円 

解 散／そごう柏店 Ａ：１１時３０分～１３時まで Ｂ：１４時

頃 

コース／そごう柏店正面前～北柏ふるさと公園～手賀沼

公園～北千葉導水ビジターセンター～イトーヨーカドー～

布施弁天～あけぼの山公園～木崎橋～そごう柏店 

みどころ 関東三弁天の一つ・布施弁天（紅龍山東海

寺）を巡ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばら観賞ウオーク            １２ Ｋｍ 

第１４８回平日楽々ウオーク ２０／１０ ｋｍ 

「里山Ｗ・ひらかの森を歩く」 

池波正太郎を歩く パートⅣ      １２ ｋｍ 

「本所・櫻屋敷と東京スカイツリーを訪ねて」 

第４回いざ！鎌倉へ ロマンを求め古道を歩こう１２ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

市境ウオーク我孫子から新鎌へ  ２５／１３ ｋｍ 

 ５月特別行事 ウオ-キングステ-ション  １６ ｋｍ      

（布施弁天コース）     

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時頃（昼食前に解散となります）

東圧町　県民の森

（JR成田線下総豊里駅　徒歩６０分）

時間 ９時（路線バスはありません）

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時頃（昼食前に解散となります）

舩橋市　天沼弁天池公園

5月30日(土) （JR・東武船橋駅　徒歩５分）

時間 ９時～９時３０分

１３時頃（昼食前に解散となります）

＊参加費３００円（資料代、保険料等）飲み物・敷物持参・ 運動し

  易い服装 （手に持たない）

問い合せ：☎０４３－２５５－０１４１・ ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会

5月9日(土)

受
付

場所

解散

5月9日(土)

受
付

場所

解散

解散

5月16日(土)

受
付

場所

解散

受
付

場所



４  ＣＷＡニュース 

    ２０１５．４ 

 

 第２５回を迎えた南房総フラワーマーチは、３月７日（土） 

８日（日）に南房総市千倉保

健センターを主会場にして開

催されました。 

 １日目の早朝は小雨でした

が、３５㎞コースの出発式に

は虹が出るまでに回復、南房

総市石井市長・三幣教育長、ＪＷＡ小栗会長、ＣＷＡ片山会長

の歓迎と激励の挨拶後コースごとに出発していきました。 

１０ｋｍコースにはベルギーより市長含め１７名の方々も元気に

スタートし、また、内房田園コースはスタート地点を昨年までの

館山駅から南房総市役所に移し

て実施、途中の館山城山公園で

は遅咲きの梅や寒緋桜が盛りでし

た。ゴールの主会場では、茶の湯

を待つ人の列ができていました。 

 ２日目も、午前中は小雨模様でしたが、雨も次第に上がるな

か、続々とスタートして行きました。 

 今年特筆されるのは、幼稚園児・小中学生の多かったことで

昨年を１,０００人ほど上回り、会場でも元気な声が飛び交って

いました。そのおかげで、昨年３,１００人だった参加者数は大

幅に増えて４，２４０人となりました。関係の皆さま方のご尽力

に心よりお礼申し上げます。 

 また、２日目には、吉本興業千葉県住みます芸人のゴール

デンボーイズが、スタートやローズマリー公園でウオーカーに

声援を送り、ゴールでは千倉中ブラスバンド、ゆるきゃら、日本

舞踊等とともに、会場を盛り上げてくれました。 

昨年に引き続き支援して頂きました近県の協会（ＪＷＡ協歩会、

神奈川・埼玉・茨城・栃木県協）の皆さま、大変ありがとうござい

ました。 

コース ３月７日 ３月８日 合 計 

３５・３３ｋｍ ２４３ ２５３  ４９６ 

２３・２０ｋｍ ２６４ ３２４  ５８８ 

１１・１０ｋｍ ２６１ １７４  ４５３ 

５ｋｍ ９３   ４１  １３４ 

２４ｋｍ（内房田園） １４５ 一  １４５ 

学校関係者  ２，３９１   ５１ ２，４４２ 

合計  ３，３９７  ８４３ ４，２４０ 

ＰＴ委員長 中村 建策 

 

３月７日（土）８（日）に千倉保健センターを主会場にて楽しく

歩きました。参加者は２日間通し３９名、７日のみ１２名、８日の

み１１名でした。津田沼６時３０分に大型バスで出発し、７時に

千葉を満席で出発。両日とも朝方小雨でしたがまもなくあがり、

１日目は富浦の南房総市役所前で「内房田園コース」参加者５

名降ろし、千倉保健センターに９時到着。１日目２３ｋｍ、２日目

２０ｋｍの方は忙しい出発。シﾖートコースは１時間後でベルギ

ーの市長他の挨拶があり、一緒に参加。ゴール近くの海岸通

りで、幼稚園児と付添の２００名位の集団とお会いし、元気に声

をかけあいました。２日目に白岩ヱク様が，ＫＫＭＬ関東マー

チングリーグの全大会（２１回会場）を完歩。スーパーマスター

ウオーカー賞を授与。２日間とも

バス出発前に片山会長の挨拶

をいただいた後、定刻出発し、

道の駅で買物し、千葉組下車、

津田沼に帰着しまいた。 

ご参加の皆様ありがとうござ

いました。次回の栃木、那須八幡つつじ観賞バス、参加をお

待ちしています。ご案内は鈴木（船歩）、矢田貝（いちかわ歩）、

田中（ちば歩）にて担当。 

                     バス担当 田中 隆英 

 

３月７日（土）ベルギー、ブランケンベルグ市から来日した市

長はじめ１７名の歓迎レセプションが開催されました。同時に

その皆様、市幹部、ホストファミリー、関係各位、当会からは片

山会長、大神が出席し見守る中、調印式が行われました。 

南房総市とブランケンベルグ市の交流が２０年となりその節目

として今後も友好関係が続くようにとブランケンベルグ市長か

らの提案で両市が改めて同意書として宣言するものでした。   

調印式は著名人として南房総石井市長、南房総フラワーマ

ーチ三幣実行委員長、ブラン

ケンベルグパトリック市長、ブ

ランケンベルグＩＭＬヘノウ実

行委員長の 4 名、そして立会

人としてＪＷＡ小栗会長、ＣＷ

Ａ片山会長臨席の中、厳粛に

執り行われました。同意書は両市と両ウオーキング大会実行

委員会が英語版と日本語版を共有するため合計８枚に４名が

サイン調印しました。調印後は出席された皆様と和やかな中、

会食、談話を楽しみ閉会となりました。 

CWA常任幹事 大神 智恵子 

３月１５日（日） 距離１０ｋｍ 参加者：１０７名 

当大会は当日午前中の総

会後に開催されるもので、

佐々木のぶ子副会長の開会

挨拶の後、協会事務所のある

「千葉県青少年女性会館」を

スタートし、途中ＷＣ休憩ポイ

ントである「みつわ台小売市場」、「都賀公民館」等を経由し無

事、ゴールである「千葉公園・自由広場」に到着した。 

今回は大会終了後にお配りする予定の「総会Ｗ・ＩＶＶ」をコ

ース担当役員の不手際でお渡しすることが出来ず、参加頂い

た各歩団体並びに一般参加の皆様には深くお詫び申し上げ

ます。次回の幹事会、下総・江戸川Ｗ大会等に参加された時、

ＣＷＡ役員に申し入れ頂ければお渡し致しますので今回はご

容赦願いたいと思います。    

  コースリーダー  岩崎 国男 

第２５回南房総フラワーマーチ 報告 

 

第１回バスウオーク「フラワーマーチ」 参加報告 

 

第１０回総会ウオーク 報告 

 

フラワーマーチ歓迎レセプション調印式 


