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６月 26日（金）オリンピック記念青少年総合センターにて 

ＪＷＡ平成２７年度定時社員総会が開催され、審議事項第４号

議案 理事・監事選任で私は新理事として選出されました。そ

の後定時総会を一旦中断し、新理事による理事会が行われ

平成２７年度新役員体制の発表があり、私は執行部入りし常

務理事として推挙されました。 

同時に総会記念表彰式が行われ、ＣＷＡ第二代会長である

宇佐見 正氏が個人功績表彰を授与されました。今回の受賞

を心より祝し御慶び申し上げます。 

 私のＪＷＡ執行部入りですが、自分では若輩者で経験不足

であり責務の重荷に耐えられるかと自問自答致しました。一

方で新人事は、ＣＷＡ及び加盟団体や関係者・会員の皆様

方の力がＪＷＡの重鎮の方々に評価された事の結果であると

考えＪＷＡへの執行部入りを決断し受諾致しました。 

ＣＷＡの会長職は今年３月に新たな任期を再選されたばか

りであり、ＪＷＡとの兼務で任期を全うする覚悟でおります。今

後はＪＷＡの重責を担いますので従来のように現場重視の活

動には制約がかかりますが、一方ＪＷＡで新たな経験や知識

を吸収しＣＷＡの活動及び組織運営に生かしていく所存でお

ります。 

 皆様方には、ＣＷＡの益々の発展のため今後も引き続き御

支援・御協力・御指導を何卒宜しくお願い申し上げます。 

会長 片山 篤 

 

日 程／２０１６年４月２７日（水）～５月４日（水） 

日程詳細は、右側記載をご欄下さい。 

参加費／約３５万円（添乗員付き）詳細は次号にて案内 

募集締め切り：２０１５年１１月末迄 

申 し 込み先：ＣＷＡ事務所  

☎043-255-0141・ＦＡＸ043-255-0204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年ベルギー・ブランケンベルグ 

“国際ツーデー・ウオーク„ 参加募集案内 
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毎月 1日発行  編集責任者 山口 誠 

“ＪＷＡ常務理事就任„ 報 告 日数１．４月２７日（水）成田発・１０時３０分：ＫＬ８６２便 

      アムステルダム着・１５：００・機内２食 

アムステルダム発・１７：００:ＫＬ１７３１便 

    ブラッセル着・１７：４５・専用バスにてアントワープへ 

    アントワープ泊 

日数２．４月２８日（木）：食事３食 

     午前：専用バスにて、アントワープ市内観光 

     午後：ゲント市内自由散策 

     夕刻：ブリュージュへ（宿泊） 

日数３．４月２９日（金）食事３食 

     午前：専用バスにて、ブリュージュ市内観光 

     後、ブラケンベルグへ着後、大会受付 

     ブラケンベルグ（宿泊） 

日数４．４月３０日（土）食事２食・弁当１食 

     終日：ブラケンベルグ・ツーデーマーチ参加 

     ブラケンベルグ（宿泊） 

日数５．５月１日（日）食事２食・弁当１食 

     終日：ブラケンベルグ・ツーデーマーチ参加 

     ブラケンベルグ（宿泊） 

日数６．５月２日（月）食事３食 

     午前：ブラケンベルグへ専用バスにて 

     ブラッセルへ着後、市内観光：ブラッセル（宿泊） 

日数７．５月３日（火）食事１食・機内食１食 

     専用バスにて朝：空港へ 

     ブラッセル発１０：５０・ＫＬ１７２４便 

     午前：空路、帰国の途に（機内泊） 

     アムステルダム着：１４：４０・ＫＬ８６１便 

日数８．５月４日（水）・機内食１ 成田着、８：３０ 

     着後：通関手続終了後、解散 

      

 

 

http://homepage2.nifty.com/npocwa/


２   CWAニュース     

     ２０１５．８ 

 

《千葉県 54ウオーク 柏市》 

主  催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日 時／９月６日(日) ９～１０時 自由歩行 

集 合／新柏駅前広場（東武線 徒歩１分） 

参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円 

解 散／１３時頃から１６時まで  西口第一公園（ＪＲ    

常磐線・東武線柏駅 徒歩４分） 

○その他 天気が良ければ、ゴールされた皆様に祝  

の酒を用意しますので、マイカップを御持参ください。なお、

１４ｋｍは団体歩行でも開催します。 

 

 

《500選 12-09》 

《千葉県 54ウオーク 流山市・野田市・柏市》 

主 催／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141  

主 管／北総歩こう会 ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／９月９日(水) ９時３０分 団体歩行 

参加費／２００円 

集 合／東京理科大学野田キャンパス正門脇広場（東武 

野田線運河駅 徒歩２分） 

解 散／１４時３０分頃 流山おおたかの森駅前広場（ＴＸ

線・東武野田線流山おおたかの森駅 徒歩１分） 

コース／集合地～理窓会記念自然公園～駒形神社～普 

門寺～円福寺～柏の葉公園（昼食）～法栄寺～駒木ふる

さとの森～流山おおたかの森駅前広場 

○みどころ 今回は「利根運河と柏の葉公園」の５００選

のみちにプラスして、東京理科大学が創立１００周年を記

念して造った自然豊かな公園も楽しんでください。普門寺

の閻魔様も待っています。  

 

 

 

《千葉県 54ウオーク 八千代市》 

主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782 

日 時／９月１２日(土) ９時  団体歩行 

集 合／栄町公園（京成勝田台駅Ｔ-３出口 徒歩３分）  

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時頃 大和田第三公園（京成大和田駅  

徒歩６分） 

コース／栄町公園～黒沢池近隣公園～根上神社古墳～

八千代市郷土博物館～正覺院～飯綱神社～長福寺～八

千代総合運動公園～大和田第三公園  

〇みどころ 八千代市新川の東・村上地区と西・萱田地

区の寺社をめぐり市指定文化財を見学して田園を歩きま

す。村上地区に多い梨や新川沿いの稲田も見ごろです。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 野田市・流山市》 

主  催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日  時／９月１２日(土) 自由歩行 

集  合／１４・２８ｋｍ：９時から 運河水辺公園（東武線運

河駅 橋を渡った先徒歩３分） ４７ｋｍ：７時３０分 トンボ

公園（東武線川間駅南口 徒歩４分） 

参加費／CWＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解  散／１７時頃まで 運河水辺公園 

〇その他 千葉５４Ｗは参加コースにより異なります 

    

 

《500選 12-07》《千葉県 54ウオーク千葉市・市原市》 

主 催／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141  

主 管／ちば歩こう会 ☎ 070-5540-7800(小野（安）) 

日 時／９月１３日（日）９時  団体歩行 

集 合／誉田駅北口駅前（ＪＲ外房線） 

参加費／２００円 

解 散／１４時３０分頃 浜野東口公園（ＪＲ内房線浜野駅 

徒歩５分） 

コース／誉田駅～(市境のみち）～マミーマート～（あきの

みち）～なつのみち公園～（なつのみち）～さくら公園～

(はるのみち・おゆみ野のみち)～大百池公園～(農道)～

古市場体育館外～浜野東口公園ゴール  

○みどころ 誉田駅前から市原市境の林や農道を通り、

おゆみ野のみちに入ります。「あきのみち」や「なつのみ

ち」を歩き、さくら公園で昼食の予定です。そこから分れて

一次解散（８Km）は、鎌取駅です。「はるのみち」・「おゆみ

のみち」を通り、大百池公園で休憩し、農道を通って古市

場に向い、ゴールの浜野東口公園はもう間近です。 

 

 

主  催／いちかわ歩こう会  ☎ 090-7016-6224(榎本) 

日  時／９月１３日（日） ９時  団体歩行 

集  合／隅田川水上バスのりば 両国発着所(ＪＲ総武線 

両国駅 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 両国国技館前（ＪＲ総武線両国駅 

徒歩２分） 

コース／水上バス両国発着所～国技館周辺の相撲部屋

めぐり～横網町公園～若宮公園～大横川親水公園～猿

江恩賜公園～両国公園～吉良邸跡～両国国技館前 

〇みどころ 当日は大相撲秋場所の初日、「櫓太鼓」の

響きにいやが上にも相撲気分が上昇。ゴールの時間帯に

は幕内力士が国技館入りのピーク。お気に入りの力士に

会えるでしょうか？お楽しみに。 

 

 

 

《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／９月１７日（木） ９時  団体歩行 

集  合／葛飾八幡宮 （京成線八幡駅 徒歩 ３分 ・ＪＲ総

武線本八幡駅 徒歩７分) 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

ぶら散ウオーク・２００回記念に  １４／２６ ｋｍ 

創立２１周年記念ウオーク       １３ ｋｍ 

「市川市北部の名所めぐり」 

両国相撲部屋・史蹟めぐりウオーク  １１ ｋｍ 

５００選「おゆみ野のみち・市境の道」  ８／１３ ｋｍ 

お隣のお宝                    １１ ｋｍ 

八千代新川両岸の歴史・文化と田園をめぐる      

１1ｋｍ 

 

５００選 「理窓会自然公園」      １２ ｋｍ 

運河トライアングルウオーク  １４／２８／４７ ｋｍ 



                             ＣＷＡニュース  ３ 

                                                                                 ２０１５．８   

解  散／１４時頃 勝間田公園（ＪＲ総武線西船橋駅 

徒歩 ５分) 

コース／葛飾八幡宮～白幡天神社～交通公園～曽谷公

民館～曽谷貝塚～弁天池公園～こざと公園～大柏川第

一調節池～奥の院～勝間田公園 

〇みどころ 南大野の「こざと公園」には野鳥が飛来する

ことで地元住民に慕われている南北二つの池があります。

最近、この池に「コブハクチョウ」のつがいが住み着いてい

るとの話を耳にし、確認してきました。９月１７日にもいてく

れることを願いながら、市内北側を散策するコースを作りま

した。お楽しみに。 

 

 

 

主  催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日 時／９月１９日(土) ９時４５分  団体歩行  

集 合／菊名池公園（東急東横線妙蓮寺駅 徒歩４分） 

参加費／東葛ＷＣ無料 ・ＣＷＡ加盟団体及び他協会 

３００円 ・その他５００円 

解 散／片倉町駅付近 １４時３０分頃 

    横浜市営地下鉄ブルーライン片倉町駅 

 

 
《千葉県 54ウオーク 流山市・松戸市・野田市》 

主  催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）

日  時／９月２３日（祝・水）９時  自由歩行 
集 合／南流山中央公園（ＪＲ武蔵野線南流山駅南口 

徒歩３分） 
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円 

解 散／１２時～１６時 １２・２０ｋｍ：三郷駅（ＪＲ武蔵野

線） ３１ｋｍ：南流山中央公園 

○その他 54ウオークは参加コースにより異なります。  

 

 

 

《千葉県 54ウオーク 千葉市》 

主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-2267-5248(伊藤(智)) 

日 時／９月２４日（木）９時  団体歩行 

集 合／高洲公園（ＪＲ京葉線稲毛海岸駅 徒歩５分) 

参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円 

解 散／１４時３０分頃 幕張海浜公園（ＪＲ京葉線海浜幕

張駅 徒歩５分)  

コース／高洲公園～東京医科歯科大病院前～真砂第四

公園～幕張総合高校前～放送大学前～幕張舟溜跡公園

(昼食)～神田外国語大学～幕張海浜公園 

○みどころ 幕張の学園都市を歩きます。この地区には

高校・専門学校・大学・研修センターが集中しています。

神田外国語大学の美しい庭を見学させて頂く予定です。

木陰を求めてのコースです。 

 

かっこ 

《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／９月２７日(日) ９時１０分  団体歩行 

集 合／干潟児童公園（ＪＲ総武本線干潟駅 徒歩４分） 

参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時頃 干潟駅（ＪＲ総武本線） 

コース／干潟児童公園～明治川～更生橋～西遊正橋

(陸橋) ～豊畑小学校～汗かき地蔵尊～大塚原古墳(昼

食～泉川～川口～干潟児童公園 

○みどころ 旧街道沿いの井戸野の延命山延寿寺の井

戸から発見された、災害を予告すると言われる、汗かき地

蔵尊と、壬申の乱(じんしんのらん)に、常陸鹿島に逃れる

途中、野手浜で亡くなった、「弘文天皇妃 耳面刀自媛」

(みみもとじひめ)の古墳をめぐります。 

 

 

《千葉県 54ウオーク 松戸市》 

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／９月２７日(日)  ９時  団体歩行 

集 合／やまぶき公園（新京成線五香駅西口 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 門前公園（ＪＲ武蔵野線新八柱

駅・新京成線八柱駅 徒歩２分） 

コ ース／やまぶき公園～三吉の森～立切の森～金ケ作 

自然公園～熊野神社～囲いやまの森～ホダシの森～八ヶ

崎の森～２１世紀の森（昼食）～縄文の森～芋の作の森～

しんやまの森～門前公園 

○みどころ 思わず深呼吸したくなる森など松戸市にあ

るたくさんの森を巡ります。目と心の保養になること請け合

いですよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５１回平日楽々ウオーク      １１ ｋｍ 

「キャンパスウオーク（幕張地区）」 

大塚原古墳ウオーク          １０ ｋｍ 

松戸の森めぐり               1２ ｋｍ 

第７回いざ！鎌倉へ          １１ ｋｍ 

「ロマンを求めて古道を歩こう」  

 

 

 

 

 

 

 

 リバーサイドフリーウォーク  １２／２０／３１ ｋｍ 

 

 

 

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）

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時頃（昼食前に解散となります）

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）

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）

匝瑳市　市役所前

9月13日(日) （JR総武本線八日市場駅　徒歩１５分）

時間 ９時

１２時頃

＊参加費３００円（資料代、保険料等）飲み物・筆記具・敷物持参・

   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

9月5日(土)

受
付

場所

解散

9月12日(土)

受
付

場所

解散

解散

9月12日(土)

受
付

場所

解散

受
付

場所



４  ＣＷＡニュース 

    ２０１５．８ 

 

６月２７日（土） 距離：２３ｋｍ・１３ｋｍ 参加者１０９名 天

気：小雨のち曇り 

小雨のぱらつく空模様の中、ＪＲ八積駅に集合し長生文化会

館の空き地で１０時に出発式を実施した。団体歩行で歩き始め

た頃には雨もすっかり上がり、気温が高いせいか少し蒸し暑さ

を感じながらも南風にたな

びく青々とした稲穂の中、

一松神社で休憩して九十九

里浜に出る。右手に外房地

方では有名な高級一松青

のりが採れる池を眺めなが

ら一松海岸へ向かった。２３

ｋｍコースはここから自由歩行になり、銘々裸足になる人もい

ながらゴールの本納駅へと歩き出す。１３ｋｍコースはここで昼

食休憩をした後裸足になり一次解散の古所海岸を目指した。

このあたりの海岸は砂地に

足をとられ、また浮遊物の

ゴミがたくさんあって３ｋｍほ

どの距離が倍くらいに感じ

られた。海風に吹かれなが

ら全員古所海岸に到着した

ところで解散式を行い、白

子車庫バス停まで案内して家路についた。海辺の歩行は足腰

の筋肉を相当鍛えられたのではないかと感じました。また来年

の参加をお待ちいたします。 

                   コースリーダー 市東 一之 

 

日時：７月５日（日）場所：千葉県青少年女性会館多目的室  

 夜来の雨にもかかわらず、５９名もの皆さんが参加された。 

会場である千葉県青少年女性会館多目的室の定員をはる 

かに超え、急遽ＣＷＡ事務

所の椅子を動員して何とか

全員が座れる状態を確保

することが出来た。 

 今回はベテランの指導者

から新人の指導者は勿論

のこと指導者資格を持たな

いＣＷＡ会員の方で、指導者に関心のある方を広く募集をし

て、今後指導者になるきっかけにしていただきたいとの思いか

らの開催であった。 

 今回の主たる目的は、期間の長短に関係なく現場に関わっ

てきた指導者として、果たして納得のいく仕事が出来ていたの

かどうか、今一度初心に立ち返り見直す機会にする。 

 そのためにＣＷＡが主催している指導員認定講習会のテキ

ストを教材として、学んでいただくことにしたものです。 

 先ず基調講演として片山会長にＣＷＡの基本方針である「イ

チガン（全員一丸）プロジェクト」と新たに発足した「女性部」に

ついての講演をしていただいた。 

 テキストは午前中に「メタボを歩いて改善」、「今、なぜウオー

キングか」、午後に「ウオーキングの楽しみ方」の３項目で、そ

れぞれＣＷＡインストラクターとして、伊藤隆之さん、佐々木の

ぶ子さん、山野井富美子さんが担当して、解りやすく、しかも

高度な知識を織り込んだ話をしていただいた。 

 午後は出席者全員による一分間スピーチでスタートした。一

分間で一つの話をまとめるのは、やさしいようで大変難しく、指

導者として訓練したいところです。巧みな話術の方もおられて

会場は和やかな雰囲気になったことは、「我が意を得たり」の

感を強くし、うれしくなった。 

 最後の「フリートーク」では、社会問題となっている「肥満解消

対策」「認知症」「クールダウンストレッチでのリンパの働き」等

の課題に熱心な発言があり、大変盛り上がった指導者研修会

となりました。参加者の皆様、ご協力を有難うございました。こ

れからも指導者として大活躍をお祈りいたします。スタッフの

皆様お疲れ様でした。      

組織・指導本部  平野 潤 

 

実施日 ７月１４日（火）今回は津田沼発大型バス２台、８３名、

千葉発１台４５名計１２８名のご参加をいただき野呂ＰＡで合流、

台風の影響か、白波が押し寄せ遊泳禁止の赤旗の立つ海水

浴場を眺めながらバスは、いすみ市の飯縄寺に到着し、本堂

前で出発式を行いました。今回は片山会長、古宮副会長のご

参加をいただき、代表して古宮副会長が挨拶され、地元いす

み市の黒須観光課長から歓迎の挨拶をいただきました。 

出発式後、２班に別れ、１班は飯縄寺「波の伊八彫刻」拝観

（住職）→太東埼灯台（ガイド）、２班は太東埼灯台→飯縄寺で

約３Ｋウオークし、住職か

ら１枚ずつ「せんべい」を

いただきました。飯縄寺

からバスで御宿へ移動、

予約していた町営の駐車

場が使えず、水銀柱はど

んどん上昇して来ました

ので日本・スペイン・メキシコ記念碑に直行、４００年前遭難し

て漂着したメキシコへ向かうサン・フランシスコ号の乗務員３１７

名の命を身を挺して救った記述や石像を見聞し、数年前メキ

シコ大統領がお礼に訪ねられており、全ての方々が感動して

おりました。昼食は涼しいバスで済ませました。いすみのポッ

ポの丘を訪ねました。ＪＲ総武特急や丸ノ内線他２０数両の廃

車を地元の方が自分の山林に陳列し、無料で見物が出来まし

た。飲物が飛ぶように売れ、また地の玉子も売れました。「千

葉県５４ウオーク」今回で２４名の方が完歩を達成されました。

おめでとうございました。最後は、大多喜城見学と城下町ウオ

ークで「１０万石」のもなかに人気がありました。 

予定コースを巡り、道の駅いちはらで千葉、津田沼へ家路 

につき、予定通り１８時にゴール出来ました。楽しい一日でし

た。ご参加いただき有難うございました。 

                バスウオーク部担当 田中 隆英 

２０１５年指導者夏季研修会 報告 

 

第２０回アルコロジー・九十九里はだしで歩こう報告 

 

第 3回バス“千葉県５４ウオーク” 報告 

 


