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第１０回下総・江戸川ツーデーーマーチ

第３回バスウオーク参加案内

主 催／下総・江戸川ツーデーマーチ実行委員会・市川市、
市川市教育委員会
共 催／(一社)日本ウオーキング協会・NPO 法人千葉県ウ
オーキング協会・いちかわ歩こう会・市川スポーツガーデ
ン国府台
日 時／４月９日(土)～１０日(日）
主会場／市川市スポーツセンター
参加費／一般：事前：1,500０円 当日2,000円 （１日1,000円）
市川市在住・在勤・在学者７００円 当日１，０００円
中学生以下・障害者：無料
事前申込期限：平成２８年３月１８日（金）まで（当日消印有効）
※「振込受領証」を参加当日受付にご提示ください。
コース／
受付
第一日目（北コース）
距離
出発式
時間
大町自然観察園コース
３３ｋｍ
７：３０
８：００
堀之内貝塚コース
１８ｋｍ
８：３０
９：００
野菊の墓文学碑コース
１１ｋｍ
９：００
９：３０
水と緑の回廊コース
６ｋｍ ９：００
９：３０
第二日目（南コース）
距離
受付時間 出発式
行徳野鳥観察舎コース
３２ｋｍ
７：３０
８：００
中山法華経寺コース
２０ｋｍ
８：３０
９：００
真間川文学の道コース
１１ｋｍ
９：００
９：３０
アイ・リンクタウン展望施設
７ｋｍ ９：００
９：３０
コース
両日とも１１ｋｍ及び６ｋｍ（７
ノリディック・ウオーク
ｋｍ）に参加できます。
ゴール受付
１２：００～１６：００
◆全コース、自由歩行です。
◆《500 選》は第一日目の１１ｋｍ以上のコースについて
千葉県１２－０６、《千葉県 54 ウオーク》は、第一日目１１
ｋｍ以上のコースは市川市・松戸市、第二日目２０ｋｍ以上
のコースは市川市・船橋市、その他は市川市です。
問合わ先：ＣＷＡ ☎043-255-0141 １０時～１７時

「
「世界遺産群馬富岡製糸場・甘楽５００選日帰り」
日 時／ 平成２８年５月１０日（火）
集 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１５分
※いずれも各 1 台配車予定
出 発／上記の集合時間により準備でき次第出発します。
解 散／①ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前
１８時 25 分頃
②ＪＲ津田沼駅南口千葉工大前 １８時１０分頃
距 離／ＩＶＶ １０ｋｍ
募集人員／最大で９０名予定、定員になり次第締め切ります。
参 加 費／昼食・飲物を含む入場料９００円はオプションです。
ＣＷＡ会員 6，９００円・会員以外の方 7，４００円
コース／
①群馬県甘楽町５００選小幡城下町散策・昼食（１００分）
②旧官営群馬・富岡製糸場自由見学（９０分）
③こんにゃくパーク（買い物休憩３０分）
○みどころ
①織田信長の系譜小幡城下町の歴史をたどります。
②世界産業遺産登録近代日本を象徴する建物
世界最大規模の工場です売店もあります。
③こんにゃく生産日本一の群馬の博物館
直売所でいろいろ試食できますお楽しみに・・・
※ＣＷＡは県内提携のバス会社と共に、安全な運行とスケジ
ュールで行事を行っています。
※バスウオーク年間６回のうち、５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

桜
の
中
山
法
華
経
寺
ＣＷＡニュース
２０１６．３

１

お花見ウオーク「東京下町の公園花巡り」

１４ ｋｍ

主 催／船橋歩こう会
☎ 090-7703-3782
日 時／４月２日(土) ９時
団体歩行
集 合／新小岩公園（ＪＲ総武線新小岩駅 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 木場公園（メトロ東西線木場駅
徒歩３分）
コース／新小岩公園～大島小松川公園～仙台堀川公園
～（小名木川沿い）～猿江恩賜公園～木場公園
○みどころ 小松川千本桜は荒川スーパー堤防整備に
合わせて、南北約２キロにわたり約１，０００本の桜が植栽
されている。猿江恩賜公園はソメイヨシノ、サトザクラ、シダ
レザクラなどの桜があり、本数も約２００本と多い。
第１９回千葉の水回廊＆疎水百選印旛沼ウオーク
１０／２０／３０ ｋｍ
《500 選 １２－２（３０ｋｍ）》
《千葉県 54 ウオーク八千代市・佐倉市・千葉市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 080-3156-7482(田口）
日 時／４月２日（土）３０ｋｍ：８時、２０／１０
ｋｍ：９時
自由歩行
集 合／３０ｋｍ：新検見川公園（ＪＲ総武線新検見川駅
徒歩２分）、２０ｋｍ：大和田排水機場（京成線大和田駅
徒歩１２分）、１１ｋｍユーカリが丘南公園（京成線ユーカリ
が丘駅 徒歩１５分）
参加費／５００円
解 散／１２時～１６時まで 京成線佐倉駅前（ゴール受
付は佐倉ふるさと広場佐蘭花）
コース／花見川～新川～印旛沼を左に見て歩きます。
○みどころ 花見川－新川－印旛沼の水回廊は、「美し
い日本の歩きたくなるみち５００選」の道筋です。印旛沼は、
私たちの生活や国土を潤す「みずのみち」として先人によ
って築かれたもので、日本の「疏水百選」に認定されまし
た。この悠久の道につながる水辺、桜、花木、水田風景、
野鳥の声など心地よい自然に触れながら歩きを楽しみま
しょう。
真間川周遊・花見ウオーク

１４ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 市川市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 080-5543-1664（吉野）
日 時／４月 ３日（日） ９時
団体歩行
集 合／小栗原蓮池公園（ＪＲ総武線下総中山駅北口 徒
歩５分、京成線中山駅 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 手児奈霊堂（ＪＲ総武線市川駅
徒歩１５分、京成線国府台駅 徒歩１０分）
コース／小栗原蓮池公園～中山法華経寺～真間川周遊
～桜土手公園～国府台公園～じゅんさい池緑地～里見
公園～弘法寺～手児奈霊堂
〇みどころ 両岸から川面に映る絢爛豪華なたたずまい
を見せてくれる真間川の桜、頭上に広がる雄大な姿の桜
土手公園、春の花々と競い合う里見公園の桜、百数十年
２

CWA ニュース
２０１６．３

も咲き続けた貫録を誇る弘法寺のしだれ桜・・とコースは見
どころが続きます。
福岡堰の桜（関東三大堰③）

１２ ｋｍ

主
日
集

催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
時／４月６日（水）９時２０分 団体歩行
合／水海道駅前広場（関東鉄道常総線 水海道駅
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／１４時３０分頃 みどりの駅前広場（ＴＸ線）
コ－ス／水海道駅前広場～茨城百選記念碑～福岡堰
～福岡堰さくら公園（昼食・ＷＣ）～茨城百選記念碑～み
どりの駅前広場
〇みどころ 小貝川の右岸堤防上を歩いて、関東三大
堰の一つ福岡堰を訪ね、「茨城百選福岡堰の桜」の桜並
木をゆっくりと観賞しながら約２ｋｍ歩きます。桜の花がき
れいに咲いていると良いですね。
※関東鉄道取手駅発 8：15 8：24 8：35 の列車がお勧め。
第 74 回さわやかウオーク

１３ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 佐倉市》
主 催／船橋歩こう会
☎ 090-7703-3782
日 時／４月９日(土) ９時～１０時
自由歩行
集 合／内郷公園（京成線佐倉駅 徒歩５分）
参加費／無料
解 散／１１時～１５時 佐倉市美術館（京成線佐倉駅
徒歩１５分）
コース／内郷公園～仁王尊～岩名運動公園～飯野観音
～佐倉ふるさと広場～佐倉城址公園～武家屋敷～佐倉
市美術館
○みどころ 早春の田舎道と佐倉チューリップ祭り、佐倉
城址、武家屋敷を訪ねて歩きます。佐倉の地形上起伏の
多いコースとなります。
チューリップ花の広場ウオーク

１２ 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／４月１７日(日)９時 団体歩行
集 合／八日市場駅 （ＪＲ総武本線）
参 加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 八日市場駅
コ ース／八日市場駅～須賀小～上人塚～ふれあい公園
～チューリップ広場～ふれあい公園(昼食)～今泉～横須
賀～八日市場駅
○みどころ 平坦なたんぼ道や植木畑を見ながら、野栄
のチューリップ広場へ向かいます。ここには、１５種類７万
本の色とりどりのチューリップが、一面に咲きそろっていま
す。一斉に咲くチューリップに包まれて、春の穏やかな一
日を過ごしてみませんか。

岸辺のアルバム～湾岸なぎさを行く

《千葉県 54 ウオーク 習志野市・千葉市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 070-5540-7800(小野安）
日 時／４月１７日（日）９時３０分
団体歩行
集 合／新習志野駅前広場（ＪＲ京葉線）
参 加 費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 高洲公園（ＪＲ京葉線稲毛海岸駅
徒歩３分）
コ ー ス／新習志野駅前広場～習志野海浜公園～習志野
の浜～球場前海岸～幕張の浜～美浜大橋（花見川）～検
見川の浜～ヨットハーバー～稲毛の浜～ビーチセンター
前～高洲公園
○みどころ かつて、コースのすべてが海でした。人工
の海岸線も松原と砂浜がよく似合い、それなりに変化に富
んで自然を感じさせてくれます。晴れていれば、木更津沖
の海ほたるも見えます。
創立記念ウオーク あけぼの山のチューリップと
風車を見よう

１５ ｋｍ

《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／４月１７日（日）９時
団体歩行
集 合／北柏第一公園（ＪＲ常磐線北柏駅 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 北柏第一公園
コ－ス／北柏第一公園～手賀沼ふれあいライン～手賀
沼公園～我孫子ショピングセンターエスパ～京北スーパ
ー～あけぼの山公園（昼食）～布施弁天～高野台児童遊
園～北柏第一公園
〇みどころ 北柏第一公園を出発し、葉桜となった手賀
沼ふれあいラインを歩き、チューリップが満開と思われる
あけぼの山公園を目指します。
ぶら散ウオーク

鎌倉古道の交差点へ

皇居・東御苑めぐりウオーク

１３ ｋｍ

１３ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／４月１７日（日） ９時 団体歩行
集 合／田端文士記念館（ＪＲ山手線田端駅北改札口
徒歩２分）
参 加 費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 穴八幡宮（メトロ東西線早稲田駅
徒歩３分）
○その他 古道歴史研究家難波氏の説明があります。千
川上水公園で昼食の予定お昼の用意をお願いします

１４ ｋｍ

主
日
集

催／いちかわ歩こう会 ☎090-1031-6318(矢田貝)
時／４月２４日（日）
９時
団体歩行
合／お茶の水公園（ＪＲ総武お茶の水駅聖橋口 徒歩
４分)
参 加 費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃
外堀公園（ＪＲ総武四ツ谷駅
徒歩３分）
コース／お茶の水公園～平川門～皇居・東御苑～大手
門～将門塚～和田倉橋～皇居外苑～桜田門～日比谷公
園～国会議事堂前～憲政記念館～半蔵門前～千鳥ヶ淵
公園～北の丸公園～靖国神社～外堀公園
〇みどころ 季節の花々が咲き乱れる皇居・東御苑を楽
しみ大手門から将門塚へ、和田倉門から皇居外苑を通り
日比谷公園へ。官庁街から議事堂、千鳥ヶ淵、北の丸公
園と陽春の景色を堪能しながら歩きます。昼食後は靖国
神社から外堀公園へと緑とお堀の景色を楽しみながら歩
きます。
印旛沼周辺ウオーク

１５／２５／３４ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 佐倉市》
主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／４月２４日（日）９時～１０時 自由歩行
集 合／ユーカリが丘南公園（京成本線ユーカリが丘駅
徒歩１０分 山万モノレール高架線沿いに歩い
てください
参 加 費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／２５ｋｍ：佐倉駅北口（京成本線）、１５／３４ｋｍ：
ユーカリが丘南公園（京成本線ユーカリが丘駅）
ゴール受付け時間は問い合わせにより御確認ください。
第１５８回平日楽々ウオーク

１３ ｋｍ

「つつじ鑑賞ウオーク（川村記念美術館）」
《千葉県 54 ウオーク 四街道市・佐倉市・千葉市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 090-2318-5361(伊藤隆)
日 時／４月２８日（木） ９時３０分
団体歩行
集 合／物井駅前（ＪＲ総武本線)
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時４０分頃 千城台駅前(千葉都市モノレール
千城台駅 徒歩１分)
コース／物井駅前～みそら自治会～川村記念美術館(昼
食)～姨嶽神社～御成台公園～千城台駅前
○みどころ つつじが満開と予想しているのですが、今
年の暖冬のせいでどうでしょうか。入園料２００円が必要で
すが、見る価値はあります。つつじを見て昼食を楽しんで
いただきます。
訂正のお知らせ
２月号記載 ３月２７日（日） 東総歩の「千葉県 54 ウオ
ーク」認定市町村を匝瑳市から旭市に訂正いたします。

「千川上水公園」
ＣＷＡニュース
２０１６．３

３

特別行事 第１３回大正浪漫ウオ－ク in 手賀沼
30/20/10 ｋｍ 自由歩行・7ｋｍ 団体歩行
【５００選 千葉１２－１】
≪千葉県54ウオーク
１８/１４ ｋｍ 我孫子市・柏市≫
主 催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
日 時／４月２９日（祝）８時～８時４０分 自由歩
行：３０/２０ｋｍ ９時～９時４０分集合 自由歩
行：１０ｋｍ 団体歩行：７ｋｍ
集 合・解 散／手賀沼公園（ＪＲ常磐線 我孫子駅
南口 徒歩１０分）
ゴ－ル時間／１２時～１６時 （１６時が最終ゴール時間）
参加費／事前：４００円(４月１5日締切） 当日：７００円（我
孫子市・柏市・流山市の市民は５００円） 中学生以下無料
※当日参加の場合、記念品等が無くなることが有ります。
事前申込をお願いします。
〇みどころ 今年で１３回目となる人気コ－スです。ご家
族、職場の仲間やお友達と楽しんで下さい。
ウオーキング教室
教室は県内４箇所で開催します（雨天中止）
場所 銚子市役所
（ＪＲ総武線銚子駅徒歩１０分）
受付
４月２日（土）
時間 ９時
解 散
１２時頃
場所 我孫子市 手賀沼公園
（ＪＲ我孫子駅 徒歩１０分）
受付
４月２日（土）
時間 ９時～９時３０分
解 散
１３時頃(昼食前に解散となります）
場所 船橋市 天沼弁天池公園
（ＪＲ・東武船橋駅 徒歩５分）
受付
４月１６日（土）
時間 ９時～９時３０分
解 散
１３時頃(昼食前に解散となります）
場所 千葉市 海浜幕張駅南口
（ＪＲ海浜幕張駅南口徒歩１分）
受付
４月２３日（土）
時間 ９時～９時３０分
１３時頃(昼食前に解散となります）
解 散
※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）、事前申込み不要です。
問い合せ：☎043-255-0141：NPO 法人千葉県ｳｵｰｷﾝｸﾞ協会

第 15 回忠敬江戸入りフォーデーウオーク 報告
《佐原諏訪神社・伊能銅像前から富岡八幡宮伊能銅像へ》
開催日：１月２１日（木）～２４（日）まで４日間行われました。
※各開催日毎のコースと参加者数は下記の通りです。
自由歩行 団体歩行
開 催 日
計
（ロング）
（ショート）
1 月 21 日（木）
８３
５６
１３９
1 月 22 日（金）
７９
５８
１３７
1 月 23 日（土）
１０８
1００
２０８
1 月 24 日（日）
１７９
９８
２７７
総 合 計
４４９
３１２
７６１

1 日目：３０ｋｍコース佐原諏訪神社～成田山新勝寺
：１２ｋｍコース佐原諏訪神社～発着
４

CWA ニュース
２０１６．３

1 月２１日は暦の上では大寒でしたが、風もなく太陽が
出て比較的暖かく、お天気には恵まれました。
１月１７日（日）に佐原小学校の生徒さん１４名により綺麗
に清掃された忠敬像の前で出発式が行われました。
東総歩こう会の川尻会長の司会によりＣＷＡ片山会長、
香取市教育長山本様、伊能忠敬大河ドラマ化推進協議
会事務局長伊能様の挨拶があった後、皆さん元気に出発
していきました。
２日目：３８ｋｍコース成田栗山公園～手賀沼公園
：１５ｋｍコース成田栗山公園～成田空港第一
旅客ターミナル
今年から１５ｋｍコースのゴールが成田空港第一旅客タ
ーミナルビルに変更なりました。それを目的に参加しまし
たという方が大勢いらしゃいました。とても好評で次回の忠
敬２日目のショートコースは参加される方が増えるのでは
ないでしょうか。さくら山での昼食も天気が良く、まじかに
見る飛行機で、童心にかえったようでとても感動したとの事
です。
３日目：３８ｋｍコース手賀沼公園～市川関所跡
：１５ｋｍコース手賀沼公園～南柏中央第一公園
天気予報では午後から雨か雪になるとの事でしたが、ロ
ングゴールの受付時刻１６時までは降らずに降らずに済み
ました。曇り空の肌寒い日でしたが、ウオーカーの方達は、
１日目、２日目のような冷たい向かい風もなくとても歩きや
すかったとの事です。１３時前にゴールされた方が１０名程
おり、健脚ぶりに圧倒されました。
４日目：２５ｋｍコース市川関所跡～富岡八幡宮
：１８ｋｍコース市川関所跡～富岡八幡宮
心配されていた天気も良くウオーキンク゛日和となりまし
た。富岡八幡宮では、江東区立数矢小学校の生徒さん達
３１名の歩測大会も行われました。その後、伊能忠敬銅像
の清掃が行われました。低学年の小さな手で掃き清めら
れていく作業に忠敬像も和やかな優しい顔立ちに変わっ
ていくようでした。なお、４日間の完歩者は８０名でした。ち
なみに昨年は６５名でした。参加頂きました皆様有難う御
座いました。４日間、事故、怪我もなくお天気に恵まれまし
た事に関係者一同、安堵しております。
役員の皆様４日間早朝より大変お疲れさまでした。
有難うございました。
ＰＴチーム 佐藤 糸子
「千葉県青団協」５０周年記念式典 報告
県青少年団体連絡協議会（CWA を含む１３団体が加盟）
が創立５０周年を迎え２月７日（日）京葉銀行文化プラザで
記念式典を開催、森田県知事を始め県警本部長など県
要職の方々のご臨席のもと厳粛な雰囲気で行われた。
ＣＷＡからは片山会長・佐々木副会長・木村常務理事
が出席、片山会長の開式の辞で始まり今回創設されたフ
レッシュリーダー顕彰制度では１３団体中４名のうち佐々
木副会長が表彰され、森田県知事との記念写真となりまし
た。半世紀の活動を振り返り更なる１０年、２０年先の活動
を誓い合い閉式となった。（閉式の辞も片山会長が担当）
午後は一転、和やかな懇親食事会となりお互いの団体紹
介、情報交換など親睦を深めあいました。
佐々木 のぶ子

