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第１回バスウオーク

新年の御挨拶
ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング
協会会長 片山 篤

日
集

出
解
新年明けましておめでとうございます。
ＣＷＡの会員並びに関係団体の皆様方には、健やかに新年
をお迎えのことと心よりお慶びを申し上げます。
昨年は２月にＣＷＡ事務所の運営母体である青団協（千葉
県青少年協会）の設立５０周年にあたり、森田県知事をはじめ
県の要職にある来賓を迎え、盛大に記念式典が催されました。
私は開式及び閉式の挨拶を務め、ＣＷＡの知名度向上に寄
与致しました。また４月下旬から５月上旬に、南房総市と姉妹
都市であるベルギー国ブランケンベルグ市との間で、国交１５
０年記念の調印立会人として式典に出席しました。
同日ＩＭＬ公式ウオーキング大会が現地で開催され、ＣＷ
Ａからは２１名が参加し、全員が日本国小旗を背負い大会関
係者の注目を浴び、国際交流及び貢献を無事果たすことが
出来ました。
一方ＪＷＡとの関係ですが、指導部がＣＷＡモデルにより指
導者教育の運営を行うとの提議が井上専務よりあり、幹部役
員会にて承認・決定されました。事業部からは２０２０年迄の東
京ウオークと新規受注事業に対し、堀野会長から直々に正式
な支援要請があり、昨年５月から協力を実施しております。
以上、昨年は『イチガンプロジェクト』推進の目的である≪
改革に挑戦≫し、ＣＷＡの役員・加盟団体及び会員の皆様が
汗をかき智恵を絞った結果、多大な成果のあった一年となり
ました。ＣＷＡはもはやマイナーではなく、メジャー団体へと
変革しはじめております。今年は酉年でもあり、さらに大きく
高く羽ばたく所存であります。
本年も皆様方の益々の御支援と御指導を宜しくお願い申し
上げ、新年の挨拶と致します。

「第２７回南房総フラワーマーチ大会日帰りバス」
時／ 平成２９年３月４日（土）～５日（日）
合／ ①ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前両日とも、６時５０分（１台）
②ＪＲ津田沼駅南口千葉工大前両日共６時２０分（１台）
両日とも出発式参加のため若干早くなりました。
発／上記の集合時間により準備でき次第出発します。
散／ ①ＪＲ千葉駅東口ＮＴＴ前 １７時４５分頃
②ＪＲ津田沼駅南口千葉工大前 １８時２５分頃

距 離／①１日目：南 １１／２３ｋｍ
②２日目：北 １０／２０ｋｍ
※両日とも、５ｋｍコースもあります。
募集人員／最大４５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１台の予定）
参 加 費／昼食・飲物付・大会参加費（２，０００円）を含む。
＜２日間参加＞
＜１日間参加＞
ＣＷＡ会員：
１１，５００円
６，９００円
会員以外の方： １２，０００円
７，４００円
※１日目帰路、市原ＳＡ買物タイム（予定）
※２日目帰路、花摘み（別途実費）道の駅ちくら潮風大国
（予定）
バスウオーク申込・問合せ先／担当：矢田貝 君子
☎：090－1031－6318 ☎・ＦＡＸ：047－338－1597

ＣＷＡニュース
２０１７．１

１

東京街道 W

旧日光街道・奥州街道を歩く

（日本橋～千住）

1１ ｋｍ

主
日
集

催／北総歩こう会
☎ 047-368-3958（石原）
時／２月８日（水）９時３０分 団体歩行
合／COREDO 日本橋ｱﾈｯｸｽ前広場（メトロ東西線
日本橋駅 Ｂ10 番出口 徒歩２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 千住仲町公園（ＪＲ常磐線北千住
駅 徒歩１２分）
コ－ス／白木屋の井戸～日本橋道路元標～十思公園～
浅草寺（昼食）～待乳山聖天～～小塚原刑場跡～回向院
～素盞雄神社～天王公園～橋戸稲荷神社～千住仲町公
園
〇みどころ 日本
橋を起点とする五
街道の内、旧日
光・奥州街道を初
宿である千住まで
歩きます。日本の
中心から問屋街・
下町・宿場町へ。
途中には刑場跡ま
である江戸の街並
み、歴史を感じるコ
－スです
「日本橋道路元標」
成田空港周遊ウオーク １２／２４／３６／５３ ｋｍ
《Ｃリーグ》《千葉県 54 ウオーク 成田市他》
主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／２月１１日(祝・土) ７時～１０時 自由歩行
集 合／栗山公園（ＪＲ成田線・京成線成田駅 徒歩３分
空港線高架下の公園・東屋で受付）
参加費／東葛 WC 無料 ・その他３００円
解 散／１２時から１８時頃まで 栗山公園
○その他 千葉 54 ウオークは参加コースにより異なりま
す。５３ｋｍの参加は８時受付け終了
総会ウオーク

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／２月１２日(日)
１３時
団体歩行
集 合／新高根５丁目公園（新京成線高根公団駅 徒歩
５分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１６時３０分頃 初富稲荷神社（新京成線初富駅
徒歩５分）
コ ース／新高根5丁目公園～御滝公園～二和西公園～
東部学習センター～丸山ふれあいの森～右京塚神社～
まなびぃプラザ～初富稲荷神社
２

CWA ニュース
２０１７．１

○みどころ 鎌ケ谷市の住宅地等で地域に守られ、残さ
れている緑地をめぐります。新京成線が参道を横切ってい
る右京塚神社は踏切がある神社の一つです。
総会ウオーク

１１ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 市川市・浦安市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-3595-0926（櫻井）
日 時／２月１２日（日） ９時
団体歩行
集 合／舞浜駅北口（ＪＲ京葉線）
参加費／CWＡ加盟団体無料 ・ その他３００円
解 散／１２時３０分頃 相之川公園（メトロ東西線南行徳
駅 徒歩１５分）
コース／舞浜駅北口～中央公園～浦安郷土博物館～豊
受神社～旧宇田川・大塚家住宅～清滝神社～広尾防災
公園～相之川公園・・・・南行徳公民館(総会会場)
〇みどころ 朝の舞浜駅は東京デイズニーランドに向か
うお客さんでごったがえしていると思いますが、昔の通勤ラ
ッシュを思い出しながらご参加下さい。新浦安から旧浦安
に向かい、郷土博物館で浦安市の成り立ちを学び、旧家
や神社を訪ねながら広尾防災公園を廻り相之川公園でゴ
ールです。午後は南行徳公民館で平成２９年度の総会を
行います。会員の皆様のご出席をお待ちしております。
都川の春を訪ねて

１０ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 千葉市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 090-3408-6603(加藤）
日 時／２月１８日（土）１３時１５分 団体歩行
集 合／今井公園（ＪＲ外・内房線 蘇我駅 徒歩５分）
参加費／ちば歩無料 ・その他２００円
解 散／１６時５０分頃 通町公園（ＪＲ・京成 千葉駅
徒歩１５分)
コース／今井公園～青葉の森公園～都川水の里公園～
本町公園～通町公園
○みどころ 総会終了後に初春の都川沿いを散策しま
す。歩きながら、大きな鯉、水鳥、野花を探しましょう。
勝手ウオーク

１６ ｋｍ

《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／２月１８日（土） １３時 自由歩行
集 合／福祉会館正面入り口付近 （ＪＲ常磐線柏駅 徒
歩５分 柏市役所隣り）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１６時３０分まで 柏西口第一公園（ＪＲ常磐線柏
駅 徒歩８分
総会ウオーク「我孫子の裏道を歩く」
主
日
集

1０ ｋｍ

《千葉県54ウオーク 柏市・我孫子市》
催／北総歩こう会
☎ 090-2405-8353（遠藤）
時／２月１９日（日）９時３０分 団体歩行
合／第三公園（ＪＲ常磐線・各駅停車 北柏駅
徒歩３分）

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料・その他３００円
解 散／１３時頃 我孫子ふれあい広場（ＪＲ常磐線
我孫子駅 徒歩１分）
コ－ス／第三公園～根戸近隣センター～中央学院大総
合グラウンド～四号公園（昼食）～寶蔵寺 ～中央学院大
学～利根土手～北近隣センター～我孫子ふれあい広場
〇みどころ 昨年に引き続き我孫子の裏道を歩く。団体
歩行で柏市と我孫子市の境を歩きます。タイトル通り裏道
を中心に皆さんがあまり歩いていないコースを選びました
ので新鮮なコースになっていると思います。
市川三大貝塚巡りウオーク

１２ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 市川市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎080-3402-8093(佐々木)
日 時／２月２１日（火） ９時
団体歩行
集 合／藤原北広場（ＪＲ武蔵野線船橋法典駅 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／１４時頃 堀之内公園（北総鉄道北総線北国分
駅 徒歩３分）
コース／藤原北広場～姥山貝塚公園～大柏川第一調節
池緑地～曽谷貝塚～弁天池公園～国分川調節池緑地～
～堀之内貝塚（市川歴史博物館・市川考古博物館）～堀
之内緑地～堀之内公園
〇みどころ 市川市には縄文時代に形成された貝塚が
数多くありますが、中でも規模が大きく、保存状態の良い
貝塚である姥山・曽谷・堀之内の３箇所を一気に廻ります。
発掘調査では人骨・土器類等多数発見されています。今
でも表層に多数の貝殻が残っておりますので、縄文時代
に想いを馳せながら歩きましょう。
第１６７回平日楽々ウオーク

１０ ｋｍ

総会ウオーク

《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／２月２６日(日) １２時 団体歩行
集 合／旭市民会館（ＪＲ総武本線旭駅 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 旭駅（ＪＲ総武本線）
コ ース／旭市民会館～旭中央橋～西溜池～木曽義昌公
墓前～旭駅
○その他 １０時より通常総会を開催し、総会終了後昼食
を済ませてからのスタートとなります。
ぶら散ウオーク・勝浦の雛祭りを見に

１０ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 勝浦市・御宿町》
主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／２月２６日（日） １０時
自由歩行
集 合／勝浦駅前 観光案内所前（ＪＲ外房線）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１４時頃から受付 勝浦駅前 観光案内所前
○その他 シヤトルバスを利用して御宿会場へ移動する
方には 54 ウオーク（御宿町）を押印します

「かつうらビッグひな祭り」

「大原椿公園」
《千葉県 54 ウオーク いすみ市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 080-5874-1737(佐藤)
日 時／２月２３日（木）１０時
団体歩行
集 合／大原八幡神社（ＪＲ外房線大原駅 徒歩８分）
千葉駅発 08：17→大原駅着 09：28（電車内でも
受付等を行います）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時１０分頃 椿公園（ＪＲ外房線大原駅 徒歩
１５分）
コース／八幡神社（朝市）～八幡岬～浪切不動～日在浦
海浜公園（昼食）～椿公園
○みどころ 八幡神社境内の朝市を見学した後、午前
は海側を、午後は自然豊かな椿公園へ。約１０００種の椿
と、７０ｍの吊り橋もあり、太平洋が一望できます。多くの文
人墨客の愛した町を、海鳴りを聞きながら早春の大原を楽
しみましょう。

1０ ｋｍ

ウオーキング教室
教室は県内３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）
2月11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）
2月18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）
2月25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・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
ＣＷＡニュース
２０１７．１

３

西葛西ウオーキング・ノルディックＷ報告
１１月１３日（日）参加者数５５名
晴天の中、西葛西駅３分の所にある「子供の広場」で受
付・出発式を行いました。このウオークは昨年同コースで
行われたのですが、雨の為参加者が少なくショート８Km を
歩いただけでした。
良いコースなので今年も同じコースを歩こうと再度計画し
ました。昨年と違い２コースとも昼食は同じ場所でとろうと
考え時間調整に苦労
しました。
９時４５分スタートなの
で１時間弱で葛西臨
海公園に着いてしま
います。１時間つぶ
すために１回目のトイ
レ休憩後ミニウオーキ
ング教室（呼吸法 平野講師）とノルディックとポールウオ
ーキングの違い(東京都ノルディック・ウオーク連盟 芝田
氏)などの講習会を実施、なぎさ広場とクリスタルビュー見
学などをしてからの昼食となりました。
食事後は８Km と１２Km と分かれました。信号がなく歩き
やすいコースで紅葉
あり、水辺のせせらぎ
を聞きながらのウオー
クで参加者から良い
歩きやすいコースだ
ったとお褒めの言葉
をかけていただきまし
た。企画者としてホッ
といたしました。イオン葛西店脇児童遊園で解散式を別々
に行いイオン４階のスポーツオーソリティ売場で記念品を
いただいて解散となりました。
このウオークは、イオン葛西店スポーツオーソリティ売場
にご協力・ご配慮をいただき感謝申し上げます。
来年は C リーグウオークとして浦安スタートの新コースで
再チャレンジします。
コースリーダー：遠藤 啓一
手賀沼ふれあいウオーク報告
１１月１９日（土）夜半から雨、土砂降りというほどではあり
ませんが昼まで雨の天気予報です。
各会場は草が生えているのですが雨でドロドロ状態です。
会場に着くと市の担当者から「雷注意報が出ている」実行
するか中止するかの判断を求められました。
会場も我孫子会場との絡みもあるので片山会長の判断を
仰ぎました。天気の事なので会長も判断に迷い、とりあえ
ず９時３０分まで結論を待つという事で８時３０分から受付
開始です。事前だけ受付し当日受付は実行決定の後とい
う事で始まりました。
その頃一番雨が強く参加者も東屋とかテントの中で寒い
中待っていただきました。
４

CWA ニュース
２０１7．１

９時１５分頃雨天決行が決まり我孫子会場は９時３０分出
発式開始、柏会場は秋山柏市長に１０時からと連絡したた
め１０時から出発式になりました。幸いなことにその頃から
雨が止んできました。その後４Km の参加者も増えてきて柏
会場１０６名・我孫子会場１０１名の方がご参加いただきま
した。
昨年と大違いの寂しい出発式ですが皆さんやる気で参
加して頂いています。最後の出発は子供達中心の探偵コ
ース４Km です。泥も気にせず元気にスタートです。子供は
元気です。天気さえ良ければ２００人以上は参加があった
と予想され
たのですが
残念で す。
雨に泣かさ
れました。
１５時ゴー
ルですが参
加者も急い
でゴールし
て頂いたの
で ア ンカ ー
が到着したのは１４時４０分です。
寒い中役員、関係各所の方の努力もあり無事終了いた
しました。ご参加ありがとうございました。
コースリーダー：遠藤 啓一
第３回佐倉カルチャーウオーク報告
大会実施日：１１月２６日（土）天候：晴れ参加者３７１名
二日前に降った大雪に、会場となった城址公園自由広
『神奈川寒川神社・大雄山最上寺・鶴巻温泉』
場への影響は殆どなく、無事開催できたことは幸いでした。
この時期会場に華やかさをもたらす筈の銀杏並木は、昨
年と同様に葉
の落ちが早く
僅かに残った
数本のみであ
ったことが残
念に思われま
した。
天候に恵まれ
たことで多くの
参加者を期待
しておりました
が前回（５１５名）を下回る結果になって終わったことは、委
員長としての力のなさを感じさせられました。
今回、コースの見直しなどに関わった部会員の皆様を
始め、多くの方々に御協力を頂き結果を残せなかったこと
は次回への反省とし、より一層の改善と努力を重ね皆様か
らの期待に応えたいと思います。
次の第４回は新たにコースを見直すと共に、より多くの
皆様に楽しんで貰える様、様々な企画も取り入れてみます。
ぜひ御期待ください。
実行委員長 古宮 誠

