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《千葉県 54ウオーク 鎌ヶ谷市》 

主 催／ＣＷＡ  ☎ 043-255-0141 

日 時／９月２日(金) ９時  団体歩行 

集 合／新鎌ふれあい公園（東武野田線・新京成線・ 

      北総線 新鎌ヶ谷駅 徒歩３分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体２００円 ・その他３００円 

解 散／１５時頃 新鎌ふれあい公園（東武野田線・ 

新京成線・北総線 新鎌ヶ谷駅 徒歩３分） 

コース／新鎌ふれあい公園～初富稲荷神社～鎌ヶ谷大 

仏～根頭神社～公民館市民の森（昼食）～八幡春日神社 

～日本ハムファイタ－ズ球場～貝柄山公園～下総小金中野

牧跡（野馬土手）～新鎌ふれあい公園（ゴール：景品抽選会

場） 

〇みどころ 下総小金中野牧跡（江戸幕府が野生の馬を追

い込んで軍馬を確保する捕込と言われた野馬土手です。） 

 

《千葉県 54ウオーク 千葉市・習志野市》 

《５００選 12-05》 

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２５日(日)  自由歩行 

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） 

参加費／ＣＷＡ会員 ２００円・その他３００円 

解 散／１1時３０分～１５時イオンモール幕張新都心「アクテ

ィブモール」（ＪＲ海浜幕張駅 （バス８分、徒歩２０

分） ＪＲ・京成幕張本郷駅（バス２０分） 

コ ー ス ２０ｋｍ １０ｋｍ 

受 付 ８：３０～ ９：００～ 

出 発 式 ９：００～ ９：４５～ 

ス タ ー ト ９：１５～９：４５ １０：００～１０：３０ 

歩行形態 自由歩行 

ゴール受付 １１：３０～１５：００ 

〇みどころ 未来都市ＭＡＫＵＨＡＲＩの摩天楼と香澄公園 

沿いの林道（１０ｋｍ）や海沿いの遊歩道を自由歩行で歩きま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時／ 平成２８年９月１３日（火） 

集 合／①ＪＲ千葉駅東口  ＮＴＴ前 

６時４５分→７時１５分 

②ＪＲ津田沼駅南口千葉工大前 

6時 5５分→７時１５分 

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 

 

６月２６日（日）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階スポーツ塾において標記研修会が行われ

ました。 

 JWAウオーキング指導者有資格者及びCWA所属団体（歩

こう会等）で会長・副会長等指導的立場にあるすべての方並

びに意欲のある全ての指導者の参加を募りました。 

 ５０名を目標にしていましたが、大きく上回り５７名の方が参

加をしてくださいました。 

 講師は、古宮誠（専門講師・CWA 副会長）、西田富美子（専

門講師・健康ウオーキング指導士・JWA指導チーム）、平野潤

（専門講師・健康ウオーキング指導士・CWA副会長）の３氏が、

それぞれの専門分野に関して、解りやすく丁寧に講義をして

いただきました。 

 

 

 

 JWA常務理事でCWA会長の片山篤より開講の挨拶に始ま

り、午前は古宮氏の講義、昼食をはさんで午後は西田氏と平

野氏の講義があり、最後に片山会長の講評をいただき、修了

証を全員が受け取りお開きとなりました。参加者の皆様あがと

うございました。スタッフの皆様お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

第２０回くつの日記念ウオーク １３ ｋｍ 

  

 

 

第６回未来都市ＭＡＫＵＨＡＲＩ ウオーク 

 

 

 

第５回バスウオーク参加集合時間変更のお知らせ 

「 
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毎月 1日発行  編集責任者 山口 誠 

ウオーキンク゛指導者スキルアップ研修会 報告 

 

 



２   CWAニュース     

     ２０１６．８ 

 

《千葉県 54ウオーク 柏市・流山市》 

主  催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日  時／９月７日（水）７時３０分  団体歩行 

集  合／そごう柏店正面入口前（ＪＲ常磐・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／ １１時３０分頃 そごう柏店正面入口前 

コ－ス／そごう柏店前～高田近隣センター～豊四季駅～

怪獣公園～野々下水辺公園～羽中橋～流山市・柏市境

～そごう柏店前 

〇みどころ 大堀川・富士川・坂川に沿って午前中の涼

しい時間に歩きます。水辺と市街地の対比を感じられるコ

ースをゆっくりと歩きましょう。  

 

 

《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７日(水)  １０時  団体歩行 

集 合／柏西口第一公園（ＪＲ常磐線・東武線柏駅西口 

徒歩５分）  

参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円 

解 散／１４時頃 パレット柏（ＪＲ常磐線・東武線柏駅南口

徒歩２分） 

コース／柏ふるさと公園～戸張湧水池～戸張地区公園      

～柏第二中前～長全寺～パレット柏 

 

 

 

 

 

 

 

「戸張湧水」 

 

 

主 催／船橋歩こう会  ☎ 090-7703-3782 

日 時／９月１０日(土)  ９時  団体歩行 

集 合／ソライエ清水公園（東武アーバンパークライン 

清水公園駅 徒歩５分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１４時頃 キッコーマンしょうゆもの知り館（東武ア

ーバンパークライン野田市駅  徒歩5分） 

コース／清水公園～野田市総合公園～旧花野井家住宅

～キノエネ醤油～野田市役所～中央の杜～野田市郷土

博物館～キッコーマン本社・千秋社・興風会館～旧野田

駅跡～キッコーマンしょうゆもの知り館 

○みどころ 江戸時代から醤油の生産地として現代も発

展している野田市野田地区の歴史と公園をめぐります。解

散場所のしょうゆもの知り館では、解散後、希望者は館内

を見学できます。 

 

主  催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-7016-6224(榎本) 

日  時／９月１１日（日） ９時  団体歩行 

集  合／隅田川水上バス両国発着場（ＪＲ総武線両国駅

西口 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～横綱町公園～若宮公園～業平公園～大横川親

水公園～両国公園～吉良邸跡～両国国技館 

〇みどころ この日は大相撲秋場所の初日、「櫓太鼓」

の響きに、いやが上にも気分が燃え上がります。ゴールの

時間帯には、幕内力士が続々と国技館入り。お気に入り

の力士に会えるでしょうか？。お目当ての力士と握手やツ

ーショットの写真・・など。思っただけでもワクワクですね！ 

≪お断り≫各相撲部屋は外からの見学で、中には入れま

せん。ご了承願います。 

 

 
 

《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 ☎ 090-5762-7725(平野） 

日  時／９月１８日（日）９時３０分 団体歩行 
集 合／ちはら台公園（京成千原線ちはら台駅徒歩１０

分） 

参加費／２００円 

解 散／１４時３０分頃 緑区役所（ＪＲ外房線鎌取駅 徒

歩５分） 

コース／ちはら台公園～清水谷公園～御影台公園～な

つのみち公園（昼食）～泉谷公園～春のみち公園～さくら

公園～緑区役所 

○みどころ 今回は、前半に「かずさのみち」後半に「お

ゆみ野のみち」で「彩る四季ごよみ」としました。 

 

 

 

《500選 12-04》《千葉県 54ウオーク 香取市》 

主 催／ＣＷＡ ☎ 043-255-0141 

主 管／東総歩こう会 ☎ 090-4243-6769(川尻) 

日 時／９月１９日(月・祝) ９時２０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／２００円 

解 散／１４時頃 香取駅（ＪＲ成田線） 

コース／佐原中央公民館～伊能忠敬旧宅～観福寺～新 

部橋～香取神宮（昼食）～神道山～香取駅 

○みどころ 美しい古い町並みが残り、北総の小江戸と

して有名な香取市の「佐原の町並み」。まるでタイムスリッ

プしたかのような、風情ある景観を楽しむことができます。 

早朝にウオ－キングステーションを歩く   １４ ｋｍ 両国相撲部屋・史跡めぐりウオーク  １１ ｋｍ 

特別例会おゆみ野のみち・かずさのみち １２ ｋｍ 

「彩る四季ごよみ」 

むらさきの里をたずねて         １２ ｋｍ 

パートⅥ               1２ ｋｍ 

ぶら散ウオーク・柏で自然散策     １１ ｋｍ 

km 

        1２ ｋｍ 

５００選ウオーク              1０ ｋｍ 

「佐原の町並みと香取神宮へのみち」 

 



                             ＣＷＡニュース  ３ 
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      《千葉県５４ウオーク 柏市・流山市》 

主 催／北総歩こう会  ☎ 04-7145-1620（中山） 

日 時／９月１９日（月・祝）９時  団体歩行 

集  合／柏西口第一公園（ＪＲ常磐・東武線 柏駅西口  

徒歩８分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解  散／１３時３０分頃 かしわのはらっぱ（ＴＸ線 柏の 

葉キャンパス駅 徒歩３分） 

コ－ス／柏西口第一公園～市民植樹の森～高田緑地～

うなぎの水切場～大堀川リバーサイドパーク～駒木ふるさ

との森～柏の葉公園（昼食）～こんぶくろ池自然博物公園

～かしわのはらっぱ～柏の葉キャンパス駅 

〇みどころ 柏市に発し、手賀沼に注ぐ大堀川に沿って

ＳＬ展示広場、植樹の森、緑地公園、リバーサイドパーク、

県立公園、自然博物公園と趣の違う公園をめぐります。初

秋の柏市北部の自然を楽しみましょう。 

 

 

《千葉県５４ウオーク市川市》 

主  催／いちかわ歩こう会 ☎090-3595-0926 (櫻井) 

日  時／９月２２日（木・祝）  ９時  団体歩行 

集  合／葛飾八幡宮(ＪＲ総武線本八幡駅 徒歩７分／京

成線八幡駅 徒歩３分) 

参 加 費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解  散／１４時頃 勝間田公園（ＪＲ総武・武蔵野線西船橋

駅 徒歩５分／京成線京成西船駅 徒歩３分） 

コース／葛飾八幡宮～白幡神社～交通公園～安国寺～

曽谷貝塚～弁天池公園～こざと公園～大柏川第一調整

池緑地～奥の院～勝間田公園 

○みどころ この春、南大野の「こざと公園」の池に住み

ついている「コブ白鳥」のつがいが抱卵し、４羽のヒナが誕

生しました。しかし、残念ながら３羽は間もなく死にました

が、１羽は元気に育っています。コブ白鳥の親子に会える

のを楽しみに寺社や公園を巡ります。 

 

 

 

《千葉県 54ウオーク 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２２日（木・祝）９時～１０時 自由歩行 

集 合／東平賀親水公園（ＪＲ常磐緩行線北小金駅北口

徒歩５分） 

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円 

解 散／１２時頃から１６時まで 東平賀親水公園 

○その他 受付け手続きの終了次第順次スタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

《千葉県 54ウオーク 勝浦市》 

主 催／ちば歩こう会  ☎ 070-5027-4361(安保) 

日 時／９月２９日（木） ９時２０分  団体歩行 

集 合／勝浦海中公園（ＪＲ外房線鵜原駅 徒歩５分） 

ＪＲ千葉駅発７時１０分→鵜原駅着８時５２分 

参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円 

解 散／１３時２０分頃 官軍塚公園（ＪＲ外房線勝浦駅 

徒歩４０分） 

コース／鵜原駅～勝浦海中公園（出発式）～市営駐車場

～八幡岬公園（昼食、表彰）～官軍塚公園（自由解散）～

勝浦駅 

○みどころ 勝浦海中公園から勝浦湾の海岸線を歩き、

八幡岬公園で昼食です。この公園は勝浦城主居城跡地

に整備された公園で、岬の展望広場からの眺望は爽快で

す。この後、官軍塚公園で自由解散とします。（注：歩行途

中にはコンビニはありませんので、弁当は事前調達して下

さい） 

「八幡岬公園」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立記念ウオーク            １３ ｋｍ 

第１６２回平日楽々ウオーク      １２ ｋｍ 

「勝浦岬めぐり」 （鵜原理想郷～八幡岬） 

流山の市街地をぐるっとひと回り  

１１／１８／２８ ｋｍ 

大堀川から柏の葉公園         1２ ｋｍ 

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　野栄ふれあい公園

9月10日(土)

（総武本線八日市場駅より匝瑳市内循環バ
ス、はしば医院前下車徒歩１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3日(土)

受
付

場所

解散

9月10日(土)

受
付

場所

解散

解散

9月10日(土)

受
付

場所

解散

受
付

場所

ウオーキング教室 



４   CWAニュース     

     ２０１６．８ 

 

片山会長と親交があり、ＣＷＡを応援してくれている鶴

見修治先生（１９６０年ローマ・６４年東京オリンピック体操

男子団体金メダリ

スト、現ＮＰＯ法人

日本オリンピアンズ

協会副会長）が、６

月３日に千葉市に

優勝トロフィーを寄

贈されました。 

 

 

このトロフィーは、１９６７年にスイスのモントルー市で行

われた競技会（体育協会設立１００周年記念大会、来年１

５０周年になる。）で優勝した際に授与されたもので、モント

ルー市と姉妹都市である千葉市に寄贈され、鈴木副市長

はじめ千葉市幹部と歓談されました。 

 

 

 

６月１８日（土）参加者９３名 天候 晴れ 

 梅雨入り前の晴れに恵まれ、ＪＲ外房線八積駅より約１０

分の長生村文化会館に９時３０分に集合し、片山会長の

挨拶、ストレッチ等のあと団体歩行によりスタートしました。 

 気温が高く蒸し暑い中、一松海岸から長生海岸まで歩き 

そこで大半のウオーカーが裸足になり潮風に吹かれなが

ら、砂浜を気持ちよく歩き、中里海岸で一時解散しました。 

その後ロングの皆さんは、自由歩行により本納駅に向かい

ました。一方シｮート（団体）コースは昼食後再出発し、白

子温泉（ふれあい公園）を経てバスにて本納駅に無事全

員ゴールしました。 

 ウオーカーの皆さんのご協力により楽しいウオーキング

ができました。また来年の参加をお待ちいたします。 

リーダー 栗飯原 隆夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪熊本地震義援金募集結果について≫ 

 ４月下旬から６月まで、行事の際及びＣＷＡ事務所にて

義援金をお願いいたしました。お陰さまで、３４，２２３円（う

ち東総歩こう会募金２１，１２６円を含む）を「日本ウオーキ

ンク゛協会熊本地震義援金」口座へ振り込みました。 

 ご協力いただきました皆さま誠にありがとうございました。 

お礼申し上げます。 

 

 

千葉県環境生活部循環型社会推進課から提案があり、

ごみの散乱防止と身近な環境保全活動への意識啓発を

図るため、千葉県職員（１０人）・千葉市職員（５人）とＣＷＡ

会員（１２人）が協働してごみ拾いを行う「ちばクリーンウオ

ーク」が６月２２日（水）に行われました。 

 コースは、県庁そばの

羽衣公園を出発し、本

千葉駅⇒千葉中央駅⇒

新町交差点⇒登戸交差

点⇒千葉みなと駅⇒み

なと公園で、３㎞ほどで

す。道路の右側と左側

の２班に分かれ、空き缶、

紙くず、吸い殻等を拾いながら進みました。行き交う人から

「ありがとうございます。きれいにしていただいて。」との感

謝の言葉もありました。 

１１時過ぎにゴール、可燃ゴミ、不燃ゴミ、空き缶等に分

別して、作業を終えました。かなりの量になりました。 
 社会貢献の一つでもあり、今後もこのような行事に協力し
ていきたいと思います。 
                            中村 建策 

 

『磯原から五浦へ雨情・天心を偲ぶみちバス北茨城５０

０選ウオーク』 

 ７月１２日（火）津田沼駅南口（１号車）千葉駅東口（２号
車）を総勢８４名で出発し酒々井ＰＡで合流しました。途中

道路事情が良く、雨情の生家を窓越しに眺めながら定刻、

野口雨情記念館に到着しました。広場で出発式を行い片

山会長、宇佐見顧問（２代目会長）に挨拶をいただき、号

車毎に入館し説明を受けました。日本三大童謡詩人（雨

情、北原白秋、西條八十）交友関係と作詩の紹介。東日

本大地震の際、津波で大きな被害を受けた市民を天皇皇

后両陛下が見舞いに訪れ、膝をついて被災者と対話され

ているお姿には感じ入りました。会館の裏の太平洋は快

晴で最高でした。 

 バスで岡倉天心記念五浦美術館に向かいました。天心

は日本文化の近代化に大

きく貢献し、東京美術学校

（現在の東京芸術大学）を

創設、博物館の整備、文

化財の保護につとめ、横

山大観などを呼び寄せ国

内外に精力的に活動しな

がら、終生この地を拠点としました。 

昼食後、天心ゆかりの地を巡る五浦海岸の変化に富んだ

景色を眺めながらウオークしました。希望者は天心遺跡に

入りました。 

 駐車場でバスに乗り福島県の勿来の関公園を訪ね、坂

道を上りましたが、この時期としては爽やかで、楽しいバス

ウオークが出来、１９時前には帰着しました。ご協力ありが

とうございました。         

バス事業部 田中 隆英 

「ちばクリーンウオーク」実施 報告 

 

  報告 

 

第２１回アルコロジー・九十九里はだしで歩こう 

実施 報告 

 

 

“鶴見修治先生”千葉市にトロフイを寄贈 

 

 

写真：左２人目から川村千葉市議、 

鈴木副市長、鶴見先生、片山会長 

第４回バスウオーク実施 報告 


