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第４回バスウオーク
“栃木県龍王峡・日光裏見の滝日帰りバス„

第２０回 くつの日記念ウオーク １１ ｋｍ
主 催 ／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141
日 時／９月２日(水) ９時
団体歩行
集 合／千葉公園（ＪＲ千葉駅 徒歩８分、千葉都市モノ
レール千葉公園駅 徒歩３分)
参 加費／ＣＷＡ加盟団体２００円・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 みなと公園（ＪＲ京葉線千葉
みなと駅・千葉都市モノレ－ル千葉みなと駅 徒歩３分）
コース／千葉公園～中央公園～本町公園～青葉の森公園
(園内つくしんぼの家周辺で昼食)～ハ－モニ－プラザ～末
広公園～みなと公園(ゴール景品抽選会場)
第５回未来都市 MAKUHARI ウオーク
主
催／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141
特別協力／ＮＰＯ法人日本オリンピアンズ協会
／スポーツオーソリティ(株式会社メガスポーツ)
日
時／９月１９日(土)、２０日(日)
集
合／幕張海浜公園花時計前（ＪＲ京葉線海浜幕張駅徒
歩５分）
ゴ ー ル／イオンモール幕張新都心「アクティブモール」
３階「ウオーキングコーナー」
参 加 費／２日間参加５００円・１日３００円
コ ー ス／１日目東ルート（花見川・海浜方面）
２日目西ルート（湾岸緑地・谷津干潟方面）
コース(両日とも)
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５ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク》 千葉市
２日目の２０・１０ｋｍコースのみ千葉市・習志野市
《500 選》1 日目の２０ｋｍコースのみ １２－０２
２日目の２０・１０㎞コース １２－０５

編集責任者 山口 誠

日
集

時／ 平成２７年９月１５日（火）
合／①ＪＲ千葉駅東口 ＮＴＴ前・午前６時４５分
②ＪＲ津田沼駅南口千葉工大前・午前６時５５分
出 発／ 両駅とも集合の１５分後に出発します
解 散／①ＪＲ津田沼駅南口千葉工大前１８時３０分頃
②ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前 １８時４５分頃
コース／ ①栃木・龍王峡ウオーキング（６０分）
②日光だいや川公園ウオーキング・昼食（90 分）
③日光裏見の滝散策（45 分）
◎磐梯日光店→買物タイム（３０分）
○みどころ
①龍王峡は鬼怒川峡谷を作る奇岩・怪石の数々
（2200 万年前の海底火山活動の火山岩）自然の
造形の不思議さ。虹見橋から美しい虹見の滝を
眺められる。
②日光だいや川公園は日光地方生活圏の広域レ
クリエーション活動の拠点の広域公園。
③裏見の滝は日光三名瀑の一つ（他は華厳の滝・
霧降の滝）、安良沢国有林の中に位置し大谷
川支流の荒沢川にある（落差１９ｍ）。
距 離 ／１５ｋｍ（予定）
募集人員／最大９０名予定 定員になり次第締め切ります
（大型観光バス４５人乗り２台の予定）
参 加 費／昼食・飲物を含む。
ＣＷＡ会員 6，7００円・会員以外の方 7，2００円
＊バスウオーク年間５回のうち、４回以上参加の方に年間表
彰状、副賞を差し上げます。
バスウオーク申込・問合せ先／担当：鈴木和子
☎：090－1552－2378 ☎・ＦＡＸ：047－4５1－0084

“ＣＷＡ事務所「夏季休暇」のおしらせ„
８月１1 日（火）～８月１4 日（金）まで
ＣＷＡ事務所は夏休みを取らせて頂きます。
尚、業務開始は８月１8 日（火）からとなります。

ＣＷＡニュース
２０１５．７

１

ミニナイト・手賀沼の花火

1０ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 柏市》
主 催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
日 時／８月１日(土) １６時３０分 団体歩行
集 合／藤心近隣センター（東武野田線逆井駅 徒歩５
分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１９時頃 柏ふるさと公園（常磐線北柏駅 徒歩
１５分、柏駅 徒歩２５分）
コース／藤心近隣センター～廣幡八幡宮～増尾城址公
園（解散式）～ヒドリ橋（ここから自由歩行）～柏ふるさと公
園
〇みどころ 夏の暑い盛りを避け夕方から歩きます。増尾
城址公園で解散式を行います。手賀沼のヒドリ橋までは団
体歩行、その後は自由歩行とし、各自手賀沼の花火を楽
しんでいただきます。

早朝ウオーク Ｐａｒｔ ②

１２ ｋｍ

「森林浴を楽しもう」
《500 選 東京 13-04》《千葉県 54 ウオーク 浦安市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎090-2645-6086（鈴木）
日 時／８月２２日（土） ７時３０分
団体歩行
集 合／葛西臨海公園駅前広場 (ＪＲ京葉線)
参加費／いちかわ歩無料 ・CWＡ加盟団体 ２００円 ・
その他３００円
解 散／１２時頃 舞浜駅前 （ＪＲ京葉線）
コース／葛西臨海公園駅前～汐風の広場～新長島川親
水公園～総合レクリェーション公園～新左近川親水公園
～レクリェーション公園～なぎさ公園～舞浜大橋～舞浜駅
〇みどころ 昨年のミニナイトウオークから早朝ウオーク
に変更しました。コース内にある連続する６ヶ所の公園は、
正に深緑の中を木漏れ日を浴びながらの森林浴を存分に
楽しめます。なぎさ公園から舞浜駅までの旧江戸川土手
に爽やかな風が吹いてくれることを願っています。ゴール
後は、ディズニーランド食堂街でのランチもお楽しみいた
だけます。

「手賀沼花火大会」
ラジオ体操ウオーク PART２

１１ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 船橋市・鎌ヶ谷市》
主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782
日 時／８月９日(日) ６時３０分
団体歩行
集 合／天沼弁天池公園（ＪＲ船橋駅 徒歩５分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１０時３０分頃 道野辺中央３児童遊園（東武ア
ーバンパークライン鎌ヶ谷駅 徒歩３分）
コース／天沼弁天池公園～船橋運動公園～熱田神社～
法典公民館～八幡春日神社～道野辺中央３児童遊園
〇みどころ おなじみになりました天沼弁天池公園での
早朝ラジオ体操で体をほぐした後、暑い日差しを避けるべ
く緑陰を求めて鎌ヶ谷まで足を延ばします。尚、受付はラ
ジオ体操終了後に行います。

「熱田神社」
２

CWA ニュース
２０１５．７

「新長島川親水公園」
第１５０回平日楽々ウオーク
「湾岸緑道ウオーク」

１１ ｋｍ

《500 選 千葉 12-05》《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／８月２７日（木） ８時
団体歩行
集 合／美浜区真砂中央公園(ＪＲ京葉線検見川浜駅
徒歩５分)
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１２時頃 谷津干潟公園(ＪＲ京葉線新習志野駅
徒歩１０分)
コース／真砂中央公園～真砂大橋～若葉～幕張海浜公
園出口～幕張メッセ～幕張海浜緑地～香澄公園～秋津
公園～谷津干潟公園
○みどころ 真夏の日照りを避けるため早朝ウオークを
行います。湾岸緑道と高度情報新都心から香澄公園、秋
津公園の緑陰道を経てラムサール条約登録の谷津干潟
公園までの 500 選コースを歩きます。 ※ちば歩こう会の８
月例会は熱中症対策のため実施いたしません。

「香澄公園」
早朝ウオーク Ｐａｒｔ ③
「大町梨街道を行く」

１３ ｋｍ

《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／８月２９日（土） ８時
団体歩行
集 合／みかど公園(ＪＲ武蔵野線市川大野駅 徒歩５分)
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・ その他３００円
解 散／１２時頃 みかど公園（ＪＲ武蔵野線市川大野駅
徒歩５分)
コース／みかど公園～ＪＲ東松戸駅～結いの花公園～佐
渡ケ嶽部屋～北総鉄道大町駅～大町自然公園～観賞植
物園～駒形大神社～礼林寺～法蓮寺～みかど公園
〇みどころ 市川市と松戸市の市境に点在する公園と梨
畑を巡る自然豊かなコースです。市川名産の「梨」収穫の
真っ最中、大町梨街道には朝取り梨の直売店が軒を連ね
てお客さんをお待ちしております。ゴールでは、「試食」用
の朝取り
梨を用意
しており
ますので
旬の味を
お楽しみ
ください。
また、お
土産にも
どうぞ。
「

大龍寺(昼食)～高野～諏訪公園
○みどころ 荘厳寺の十一面観音は欅の一本造りで、
頭の上まで３．２５ｍ、光
背の上までは４ｍと言う、
県下で最大最古の仏様
で、国の重要文化財に
指定されています。大
龍寺は、東国花の寺百
ケ寺で、本堂の天井面
には、雲龍図（２１畳）１
面もあり、春夏秋冬不絶
百花図（１２畳）２面が描
かれております。両寺共
に、一見の価値がありま
す。
「荘厳寺十一面観音」
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
受 場所
（JR我孫子駅 徒歩１０分）
8月8日(土) 付
時間 ９時～９時３０分
解散 １３時頃（昼食前に解散となります）
船橋市 天沼弁天池公園
受 場所
（JR・東武船橋駅 徒歩５分）
8月8日(土) 付
時間 ９時～９時３０分
解散 １３時頃（昼食前に解散となります）
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）
8月22日(土) 付
時間 ９時～９時３０分
解散 １３時頃（昼食前に解散となります）
※東総教室は８月は開催致しません。
＊参加費３００円（資料代、保険料等）飲み物・筆記具・敷物持参、

「大町梨街道標識」
お寺巡りウオーク (大龍寺・荘厳寺) １０ ｋｍ
かっこ
《千葉県 54 ウオーク 香取市》
主 催／東総歩こう会
☎ 090-4243-6769(川尻)
日 時／８月３０日(日) ９時１５分 団体歩行
集 合／佐原中央公民館（ＪＲ成田線佐原駅 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 諏訪公園（ＪＲ成田線佐原駅 徒
歩５分）
コ ー ス／佐原中央公民館～諏訪公園～荘厳寺～高野～

運動し易い服装 （手に持たない）、事前申し込み不要です。
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
２０１５．７

３

第 1 回忠敬佐原入り人生ウオーク 報告
初めての打合せは昨年の１１月４日に佐原町並み交流館で
ありました。その際に決まったのは日程と誕生地の九十九里
町から伊能家に婿養子に入る佐原までの道のりを辿って歩くと
いう程度の話でした。それから何度も打合せと実際にコース下
見と思い悩む日が続きました。一つは交通の便の悪さです。
二つ目は途中にトイレが少ないという問題がありました。コース
を作る上でトイレがない場合は大回りしても探さなくてはいけ
ません。地図で大まかなコースを提案すると、今度は必ず寄っ
てもらいたい所の提案があり、最初から作り直しを余儀なくさ
れました。そんな苦労も何とかクリアーしたのですが、今度は
送迎バスの問題です。参加人数が読めないのでバスのやりく
りで苦労しました。費用の問題もあるので２台のバスを効率よく
ピストン輸送しないとやりくりが付きません。結局見切り発車で
行うこととしました。
５月２９日(金)一日目は午後から雨の予報です。朝は曇り空
で肌寒いくらいです。このまま少しの雨ならウオーキング日和
と思っていました。とこ
ろが海の駅「九十九里」
を出た時から雨が強く
なってきました。歩測大
会の会場に着くころか
ら本格的な雨になり、
食事もできず歩測大会
だけ実施しそのまま歩
き続けます。
１３時過ぎに休館中の蓮沼公園の展望塔脇のテントでやっと
昼食です。下が風で吹き込んでいたので濡れていて皆さん立
って食事です。ここでバスを呼んで道の駅「オライはすぬま」ま
で乗って解散式もできずに駅まで送りました。
５月３０日（土）二日目は打って変って晴天です。しかし午前
中と午後の寒暖差が激しく熱中症の症状が出た方が 2 名程い
らっしゃいましたが、大事にならずホッとしました。午後 2 時か
らローマ・東京五輪の金メダリスト「鶴見修治氏」の講演があり、
１５時３０分過ぎに横芝駅まで送迎バスでお送りしました。遅く
なり申し訳ありませんでした。
５月３１日（日）三日目は朝から猛暑です。５月の最高気温３
２度の中、団体１１Ｋｍ・自
由２１Ｋｍを歩きました。
一人のリタイアも出ず佐
原の伊能忠敬記念館裏
の駐車場で香取市長も出
席して解散式です。そこ
で３日間完歩の方２９名
が賞状と記念のＴシャツをいただきました。
３日間で３２６名の方が参加いただき、事故もなく皆様が元気に
ゴールしていただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとう
ございました。そして今回ご参加頂けなかった皆様には、是非来
年の参加をお願い申し上げます。お待ちしております。
コースリーダー 遠藤 啓一
４

ＣＷＡニュース
２０１５．７

第５回両総用水の路ウオーク 報告
実施日：６月６日（土） 距離：１２Ｋｍ 参加者数：１３２名
今回の会場は、房総九十九里平野の農工業・飲料用等に水を
供給する約７０Ｋｍの両総用水設備の南部に位置する大網白
里市で、市内に設置されている用水路設備を見学しながら、
豊かな自然の中でウオーキングを楽しむコースです。
今年も昨年の横芝光町大会と同様に朝から曇り、雨の状況で
参加者の減少を心配しましたが、天気予報どおり出発時には
雨も上がり、大会関係者一同ホッとしました。
出発会場はＪＲ大網駅南にある両総用水路を改修した遊歩道
で、ＣＷＡ会長、両総
改良区事務局長の挨
拶後、最初の用水路
設備である『大網南
分水口』へスタートし、
その後両総用水の安
定供給のために構築
された『大竹調整池』
を周回し、次の休憩地である『大網白里市・やまべの郷』を経
由し、昼食会場である『大網揚水機場』へ到着しました。
昼食時には温かい“つみれ汁”が振る舞われ、多くの参加者
がお代わりをされていました。また、揚水機場の機能説明のた
めビデオが用意され、参加ウオーカーの皆さまも当該用水路
の歴史、役割等を習得することができたものと思います。
昼食後は小中池公園、みずほ台住宅地を抜け、順調に朝の
出発地南にあるゴールに到着、参加された皆さまにはお土産
として地元産の米
粉パンが提供され、
皆さま喜んで帰路
に着かれました。
今回も多数のウ
オーカーの皆さま、
裏方としてサポート
していただいた両
総土地改良区及び
ＣＷＡの支援役員の皆さまのご支援・ご協力ありがとうございま
した。
来年の両総用水の路ウオークはどこでしょうか。お楽しみに !!
コースリーダー 岩崎 国男
第１９回日本ウオーキンク゛学会報告
６月７日東海学園大学三好キャンパスに於いて第１９回日本
ウオーキング学会が開催された。公開プログラムのシンポジウ
ムは「歩数研究の歩みと展望」のテーマで発表された。
一般発表は７件ノルディックウオークを素材としたもの４件、そ
の他３件，ポスターセッション６件地域活動、高齢者対象３件、
他３件であった。今回は１日のみであったため発表件数も少な
く低調な感じがした。
日本ウオーキング学会会員
黒岩 康

