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ピンクリボン スマイルウオーク２０１５
１４／１１／６ ｋｍ

第 5 回バスウオーク
“埼玉黒山三滝紅葉狩り納会日帰りバス„

主
後

催 ／日本対がん協会・朝日新聞社・テレビ朝日
援／厚生労働省・日本医師会・日本看護協会・
（一社）日本ウオーキング協会・東京都
ウオーキング協力／ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会
ＮＰＯ法人神奈川県ウオーキング協会
ＮＰＯ法人埼玉県ウオーキング協会
日 時／１０月３日(土) ９時３０分～１５時３０分
集 合／六本木ヒルズアリーナ（東京メトロ日比谷線「六本
木駅」１Ｃ出口徒歩０分コンコースにて直結）（都営
地下鉄大江戸線「六本木駅」３出口徒歩４分）
“タイムスケジュール„
コース
受付開始
出発式
出発
日本橋１４ｋｍコース
丸の内１１ｋｍコース

９：３０
１０：３０

１０：００
１１：００

編集責任者 山口 誠

１０：３０
１１：３０

表参道 ６ｋｍコース
１１：３０
１２：００
１２：３０
参 加費／一般 1,500 円（当日 2,000 円）
中学生以下無料（ゼッケン、バッジのみ差し上げます）
申込み先／スポーツエントリー☎ 0570-550-846（申込専用）
問合せ先／スポーツエントリー内ピンクリボンスマイルＷエ
ントリー事務局
☎ 0120-711-951（問合せ専用）
☆千葉県レクリエーション協会創立６０周年記念☆
千葉県レ ク リ エ ― シ ョ ン 大会ウ オ ー ク １ ２ ｋ ｍ
《千葉県 54 ウオーク 千葉市》

主 催 ／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141
日 時／１０月２５日(日) ９時００分
団体歩行
集 合／千葉公園（ＪＲ千葉駅徒歩１０分）
参 加費／ＣＷＡ加盟団体無料・その他３００円
解 散／１４時頃 千葉県総合スポーツセンター内千葉県
野球場前（千葉都市モノレール スポーツセンター駅 徒歩２分）
コース／千葉公園～大日寺～天台池の原公園～千葉市動物
公園～愛生町公園～六方調整池～スポーツセンター入口～千
葉県野球場前
○みどころ 千葉氏１６代の墓碑である五輪塔が安置されて
いる大日寺、大雨の出水を一時的に貯留する六方調整池（公
園化されています）を経て、スポーツセンターに向かいます。

日
集

時／ 平成２７年１１月１０日（火）
合／①ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前 午前７時
②ＪＲ津田沼駅南口千葉工大前 午前７時５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時頃
②ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前 １８時４０分頃
コース／
①埼玉・黒山三滝紅葉狩りウオーキング（７５分）
②越生町・山吹の里歴史公園ウオーキング（３０分）
③越生町ふれあい健康センター（ゆうパークおごせ）にて
昼食・完歩表彰式・入浴・キャンプ場周辺散策等（１７０分）
○みどころ
①黒山三滝は男滝、女滝、天狗滝の三つの滝の総称です。
秋の紅葉は格別で日本観光百選にも選ばれた景勝地です。
②山吹の里歴史公園「七重八重花は咲けども山吹の実の一
つだになきぞかなしき」の和歌で有名な太田道灌ゆかりの地、
３千株の山吹が水車小屋とマッチし風流な趣を醸し出しま
す。
③「ゆうパークおごせ」は２種類の露天風呂と内風呂、１２種類
の水着で入るお風呂もあります。ミニ懐石の昼食会、完歩表
彰、余興、温泉入浴等楽しめる内容を予定。
距 離 ／１0ｋｍ（予定）
募集人員／最大８０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・飲物入浴代等を含む。
感謝価格 ＣＷＡ会員 6，６００円・会員以外の方 7，１００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
右
（
男
滝
）
左
（
女
滝
）
ＣＷＡニュース
２０１５．９

１

第２回東京文学散歩（漱石・鴎外を訪ねて） １０ ｋｍ
主 催／ちば歩こう会
☎ 070-5587-4360(丹羽）
日 時／１０月３日（土）９時３０分
自由歩行
集 合／天王寺公園（ＪＲ日暮里駅北改札西出口 徒歩
５分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１３時３０分～１５時３０分 ＪＲ日暮里駅
コース／日暮里駅～谷中～千駄木～根津～本郷～湯島
～池之端～上野桜木～ＪＲ日暮里駅（北改札口）
○みどころ ＪＲ日暮里駅西側には下町風情が残る（谷
根千）と呼ばれる地域や本郷・池之端があります。ここには
東大キャンパスがあることから、明治の文豪が多く居住す
るところとなりました。漱石の「吾輩は猫である」「三四郎」
や鴎外の「青年」「雁」の名作はこの地で生まれています。
今回は、漱石の「猫の家」跡地、鴎外終焉の地となった
「観潮楼」、東大安田講堂、三四郎池、無縁坂などを訪れ
ます。
矢切の渡しウオーク

1３ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 市川市・松戸市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎090-1031-6318（矢田貝）
日 時／１０月４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３０分頃 市川関所跡（京成線国府台駅
徒歩３分）
コース／アイ・リンクタウン～里見公園～天満宮神社～市
川水と緑の回廊～野菊の墓文学碑～矢切の渡し(船代２０
０円)～柴又公園（昼食）～小岩菖蒲園～市川関所跡
○みどころ 里見公園は季節の花が美しく咲き皆さんを
待っています。また、富士山とスカイツリー展望も欠かせま
せん。水と緑の回廊、野菊の墓文学碑を歩き、江戸川に
出て「矢切の渡し」で川面を渡る涼風を受けながら対岸に
渡ります(希望者)。昼食後は視界全開の江戸川堤防を歩
きゴールへ。
平日ウオーク 「深川の水辺散策」
主
日
集

1５ ｋｍ

催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
時／１０月７日(水) ９時 団体歩行
合／亀戸駅前公園（ＪＲ総武線亀戸駅北口 徒歩１
分）
参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・
その他３００円
解 散／１５時頃 隅田公園吾妻橋横（東武スカイツリー
線浅草駅 徒歩３分）
コース／亀戸駅前公園～亀戸大島緑道～仙台堀川～木
場公園～清澄公園（昼食）～萬年橋～隅田川テラス～隅
田公園（吾妻橋横）
○みどころ 江東区の水辺にこだわり、小名木川から仙
台堀川親水公園のせせらぎと緑を楽しむ。昼食後は隅田
２

CWA ニュース
２０１５．９

川テラスを浅草まで、秋の一日をゆっくり散策したい。
第８回 いざ！鎌倉へ ロマンを求めて １０ ｋｍ
主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／１０月１０日（土）９時４５分 団体歩行
集 合／三ツ沢公園（横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ
沢上町駅出口① 徒歩３分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・CＷＡ加盟団体＆他協会３００
円 ・その他５００円
解 散／１４時３０分頃、保土ヶ谷駅西口（ＪＲ横須賀線）
特別例会「第 14 回 成田道中膝栗毛ウオーク」
《千葉県 54 ウオーク
印西市・白井市・船橋市・鎌ケ谷市・市川市》
主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782
日 時／１０月１０日(土)～１１日（日） 団体歩行
参加費／当日受付のみ ３００円/日 中学生以下無料
集合・解散／
月日
距離

10/10
（土）
35ｋｍ

集合
場所
成田山新勝寺 (Ｊ
Ｒ・京成成田駅
徒歩１０分)

集合
時間
８時

10/10
（土）
10ｋｍ

10/11
（日）
31ｋｍ

10/11
（日）
13ｋｍ

同上

新鎌 ふ れ あい 公
園 (新京成・東
武アーバンパー
クライン新鎌ケ谷
駅 徒歩３分)
南行徳公園 （メ
トロ東西線南行徳
駅 徒歩２分)

９時

８時

１１時

解散
１６時３０分頃
新鎌ふれあい公園
(新京成・東武アーバ
ンパークライン新鎌
ケ谷駅徒歩３分)
１４時頃
谷津の杜公園
(京成谷津の杜駅
徒歩５分)
１６時頃
深川不動堂
（メトロ東西線門前仲
町駅 徒歩３分)

同上

○みどころ １日目のロングコースは新コースになりまし
た！！成田山新勝寺から、深川不動堂まで 2 日間かけて
歩きます。両日、両コースとも団体歩行ですが、健脚向け
のロングコースと、誰でも参加できるショートコースがありま
すので友人等をお誘いしてお気軽に参加してください。
54 ウオークは参加コースにより異なります。
屏風ヶ浦ウオーク

１０ ｋｍ

《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／１０月１１日(日) ９時４０分 団体歩行
集 合／犬吠駅（銚子電鉄）
参加費／CWＡ加盟団体無料 ・ その他３００円
解 散／１４時５０分頃 ヤマサ醤油工場（ＪＲ銚子駅徒歩
5 分）
コース／犬吠駅～万願寺～愛宕山展望台～ふれあい広
場～高神消防分遺所～渡海神社～犬若入口～千ヶ岩～

犬岩～銚子マリーナ海水浴場（昼食）～名洗海水浴場～
屏風ヶ浦～ゴミ焼却場～西小川町～栄町～北小川町～
ヤマサ醤油工場（見学）
○みどころ 地球が丸く見える丘展望台は、愛宕山の頂
上に位置していて､展望スペースから見える風景は、3６０
度の大パノラマで、富士山や筑波山を見ることもできます。
また、ヤマサ醤油工場では、見学を行います。
牛久沼周辺ウオーク

１６／２５ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／１０月１２日（祝・月）９時
自由歩行
集 合／佐貫第四児童公園（ＪＲ常磐線佐貫駅東口 徒
歩 ４分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１６ｋｍ：１４時まで 牛久駅手前（ＪＲ常磐線）
２５ｋｍ：１３時～１６時まで 佐貫第四児童公園
○みどころ 牛久沼をほぼ一周します。素晴らしい自然
の風景を充分堪能してください。

健康づくりウオーク

７／１４ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 千葉市》
主 催／ちば歩こう会 ☎ 043-241-0155(伊藤(友））
日 時／１０月１７日（土）９時
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／ＣＷＡ加盟団体無料 ・千葉市民１００円 ・
その他３００円
解 散／７ｋｍ：１３時頃 １４ｋｍ：１４時３０分頃 吾妻公園
（ＪＲ千葉駅 徒歩１０分）
○みどころ 健康づくりウオークとしての例会です。千葉
市の海岸部を歩きポートパークからの海岸風景と桜並木
のある遊歩道をお楽しみください。ガイド付き県立美術館
見学とウオーク終了後に健康フェスティバルに参加しま
す。
第９回 いざ！鎌倉へ ロマンを求めて

１１ ｋｍ

主
日
集

催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
時／１０月２１日（水）９時４５分 団体歩行
合／保土ヶ谷駅前ハイツ前付近（ＪＲ横須賀線保土ヶ
谷駅東口 徒歩３分)
参加費／東葛ＷＣ無料 ・CＷＡ加盟団体＆他協会３００
円 ・その他５００円
解 散／１４時３０分頃 ミヤコビル前（ＪＲ横須賀線上大岡
駅 徒歩１分)
第１５２回平日楽々ウオーク
「牛久沼」
江戸川歩輪ピックウオーク

１０／２０／３０ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 市川市・松戸市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎080-3402-8093(佐々木)
日 時／１０月１６日（金）８時４５分 自由歩行
（１０ｋｍコースは団体歩行）
集 合／市川関所跡（京成線国府台駅 徒歩３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／１２時～１６時 市川関所跡
コース／
１０ｋｍ：市川関所跡～矢切の渡し～新葛飾橋～柴又公
園～市川橋～市川関所跡
２０ｋｍ：市川関所跡～矢切の渡し～新葛飾橋～柴又公
園～市川橋～旧江戸川閘門～行徳橋～市川関
所跡
３０ｋｍ：市川関所跡～矢切の渡し～新葛飾橋～葛飾大
橋～柴又公園～市川橋～旧江戸川閘門～今井
橋～行徳橋～市川関所跡
○みどころ 秋です。野外活動には絶好の季節、澄み
渡る空、川面を渡る涼風を受けながら颯爽(ゆっくりでもい
いです)と歩きませんか。コース沿いの見所へちょっと寄り
道するのも有りです。どうぞマイペースで秋の一日をお楽
しみください。

１４ ｋｍ

「千葉の里山と水辺を歩く」
《千葉県 54 ウオーク 千葉市》
主 催／ちば歩こう会 ☎ 090-7845-5960(石田(友）)
日 時／１０月２２日（木）９時
団体歩行
集 合／ラパーク千城台前(千葉都市モノレール千城台
駅 徒歩１分)
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 ラパーク千城台前
コース／ラパーク前～下田農業ふれあい館～大宮白旗
神社～鹿島川～中田都市農業交流センター（昼食）～若
葉いきいきプラザ～ラパーク
○みどころ いずみ地区の里山と、鹿島川上流の川沿
いを歩きます。昼食場所の中田都市農業交流センターで
は秋の野ばらと菊が観れるかも？ のんびりと初秋の里山
を歩きませんか？
第１０回 いざ！鎌倉へ ロマンを求めて １１ ｋｍ
主 催／東葛ウォーキングクラブ☎ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１０月２４日（土）９時４５分 団体歩行
集 合／青木神社（京急本線上大岡駅 徒歩５分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・CＷＡ加盟団体＆他協会３００
円 ・その他５００円
解 散／１４時半頃、京急富岡駅（京浜急行）
富岡公園で解散し、駅まで御案内致します。
ＣＷＡニュース
２０１５．９

３

わが町の旧水戸街道② 松戸～柏

1４ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 松戸市・柏市・流山市》
主 催／北総歩こう会 ☎ 04-7145-1620（中山）
日 時／１０月２５日(日) ９時 団体歩行
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
集 合／西口公園（ＪＲ常磐線・新京成線 松戸駅西口
徒歩３分）
解 散／泉町公園 １４時３０分頃（ＪＲ常磐線・東武線
柏駅 徒歩７分）
コース／西口公園～馬橋東市民センター～萬満寺～水
戸街道道標～東漸寺～清ヶ丘小金公園（昼食）～香取神
社・一里塚の碑～富里近隣センター泉町公園
○みどころ 昨年に続く第２弾。松戸から柏まで１４キロを
歩きます。旧水戸街道には目印として松並木がかなりあっ
たそうですが今では見られません。蘇羽鷹神社から右に折
れた約９００ｍに昔の道形が残っている箇所があります。
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）
10月10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）

香取市 佐原中央公民館
受 場所
（JR成田線佐原駅 徒歩５分）
10月10日(土) 付
時間 ９時
解散

１２時頃

船橋市 天沼弁天池公園
受 場所
（JR・東武船橋駅 徒歩５分）
10月17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）
10月24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）

＊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）、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

２０１５年第２２回指導者認定講習会

報告

７月２６日（日）千葉県青少年女性会館４階視聴覚室と
大ホールにおいて、指導者認定講習会を開催しました。
今回は女子３名、男子３名、計６名の受講者をお迎えし
て、途中の休憩を挟み９時３０分から１６時過ぎまで実施し
ました。
座学では「今、！なぜウオーキングなのか」「歩いてメタ
ボを改善」「ウオーキングの楽しみ方」「歩けば子供は見違
える、歩育」等の講座を組織・指導部所属のインストラクタ
ーが担当して行い、受講者の皆さんは熱心にメモをとりな
がら受講をされました。
４

CWA ニュース
２０１５．９

午後大ホールに場所を移して、実技講習を実施、「美し
く快適に歩くための１０ポイント」を中心に、「ウオーミングア
ップストレッチ」「くつの履き方」にも参加者自身での実技
に挑戦し、１日を通し
て充実した時間を過
ごしていただいたと思
います。
参加者の皆さんは
今後ウオーキング指
導者として、大活躍を
されることをお祈りい
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
平成２７年度秋季指導者研修会開催要項
1. 開催日：平成２７年１１月８日（日）
2. 主催者：ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会
3. 会 場：イオン幕張新都心店アクティブモールス
ポーツオーソリティ３階スプーツ塾
4. ＪＲ京葉線海浜幕張駅又は新習志野駅よりイオン行
バスあり
5. 受 付：９時３０分～９時４５分
6. 終 了：１６時３０分頃
7. 担 当：組織・指導部
8. 受講料：１，０００/人
9. 対象者：ＪＷＡ公認・認定及びＣＷＡ認定ウオーキ
ンク゛指導者
10. 単 位：１日受講で２単位取得（午前のみ、午後の
みはできません）
11. 修了証：単位取得修了証発行・ＣＰＲ＆ＡＥＤ受講
修了証（発行予定）
12. 内 容：受講内容は下記の通りです。
 認定を希望する単位名
１．「イベント企画におけるリスクマネージメント」
ウオーキンク゛イベントやウオーキング教室における安
全・安心を確保するためのリスクマネージメントの考えや
スキルについて学ぶ。
※時間数：２時間：単元番号：Ｒ-１
 講師名：渡邉 優（千葉県環境生活部生活安全課交
通安全対策室主管 併任：千葉県警察本部交通部交
通総務課管理官）
２．「ＣＰＲ＆ＡＥＤ」ウオーキンク゛教室等における危機管
理能力として、心肺蘇生法等を身につける。
 講師名：三津谷 博
千葉市防災普及公社救命指導班 主査）外５名
※時間数：３時間：単元番号：Ｒ-２
 受講申込締切日：１０月２８日（水）
 連絡担当者氏名：平野 潤
 連絡先：Email:hirano1519@gmail.com
TEL090-5762-7725

