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通算第１９２号

２０１７年４月号

毎月 1 日発行

◆第１２回ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会の通常総
会を終えて
会長 片山 篤
３月１８日、千葉県青少年女性会館にて第１２回通常総会
（通算３９回）が開催されました。
議事進行はＮＰＯ法人ちば歩こう会の中村新会長が務めら
れ、報告事項１号〜３号と決議事項第１号議案〜第４号議案
が審議され承認
が得られました。
その後、永年会
員・功労賞・感謝
状等ＣＷＡ活動に
貢献された方々
の表彰式が行わ
れました。
今回の総会は午前１０時にスタートし、全てが１１時３０分に
終了と極めて短時間で終了致したことです。２期目の集大成
として、『改革にチャレンジ』をモットーに活動面・財政面・組
織運営面に対し堅実経営に徹し大きな成果を上げた一年と
なりました。
今年は私自身新たに３期目のスタートとなりますが、組織体制
の活性化を維持する為スタッフに手を入れ、若手中心の組織
へと移行する人事を行いました。会員及び参加者からの意見
を素早く吸収し、反映・対応出来る体制としました。
私事ですが昨年末に病が発見され、年末・年始と入院治療
に専念した為に皆様方に大変な御心配と御迷惑をかけ誠に
申訳御座いませんでした。一日も早く体力面での復帰を目指
しますので今後も宜しくお願い申し上げます。
本日の総会は会員の皆様方から無言の応援歌と励ましを
頂戴し、御支援・御協力に心より感謝し御礼を申し上げます。
千葉５４ウオーク

１２ ｋｍ

睦沢を歩いて「波の伊八」を観る
《千葉県 54 ウオーク 睦沢町・一宮町・長生村》
主 催／ＣＷＡ
☎ 043-255-0141
日 時／５月２８日（日）９時５０分 団体歩行
集 合／玉前神社（ＪＲ外房線上総一ノ宮駅 徒歩６分）
＜千葉発８時５５分－９時４１分上総一ノ宮着＞
参加費／ＣＷＡ加盟団体２００円 ・その他３００円

編集責任者 山本 利美

コース／玉前神社～川瀬橋～北川橋～やすらぎの森～冨
貴楽橋～成就寺～細田堰～城山公園
○みどころ 一宮川沿いに青田が広がる初夏の睦沢を歩
き、関東では波を彫るなと言われ葛飾北斎の画風に強く影
響をあたえたといわれる「波の伊八」の二代目が残した欄
間彫刻を成就寺で鑑賞します。
第７回両総用水の路ウオーク（佐原） １５ ｋｍ
だい
《千葉県 54 ウオーク 香取市》
主 催／ＣＷＡ
☎ 043-255-0141
共 催／両総土地改良区・両総用水事業推進協議会
後 援／千葉県山武農業事務所・香取市・千葉県香取農業
事務所・独立行政法人水資源機構 千葉用水総合
管理所
日 時／６月３日(土) ９時４５分
団体歩行
集 合／両総土地改良区 佐原出張所（香取市佐原ホ６８９）
参加費／ＣＷＡ加盟団体３００円・その他４００円
解 散／１５時３０分（頃 両総土地改良区 佐原出張所
（ＪＲ成田線佐原駅５分）
コース／両総土地改良区 佐原出張所～伊能忠敬記念館
～第一排水機場～森戸～岩崎台～両総土地改良区佐原出
張所
○みどころ 両総用水の路を巡り、先人たちの想いや歴史
を感じ、見て回りましょう。地元農産物のお土産があります。
第６回成田エアポートツーデーマーチ
千葉県 54 ウオーク対象市町
主 催／成田エアポートツーデーマーチ実行委員会
協 力／ＣＷＡ ちば歩こう会 ☎ 080-3156-7482（田口）
日 時／５月２０日（土）～２１日（日）
集 合／３０ｋｍ：８時１５分 ２０ｋｍ：８時４５分
１０ｋｍ：９時４５分 ７ｋｍ：１０時１５分
主会場／（成田コース）中台運動公園陸上競技場(ＪＲ成田
駅徒歩１０分) （芝山コース）特設会場（旧菱田小
学校）（芝山千代田駅徒歩１５分）
千葉県５４Ｗ／
（成田コース）２日目３０㎞：成田市・栄町、他は成田市
（芝山コース）１日目３０㎞：芝山町・横芝光町、他は芝山町
ＣＷＡニュース
２０１７．４

１

花より団子と東京スカイツリーウオーク

１０ ｋｍ

主 催／いちかわ歩こう会 ☎090-7016-6224（榎本）
日 時／５月 ７日（日）
９時
団体歩行
集 合／千住大川端公園 (京成線関屋駅・東武線牛田
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 亀戸天神社（ＪＲ総武線亀戸駅
徒歩１５分）
コース／千住大川端公園～東白髪公園～向島百花園～
さくら橋～隅田公園～東京スカイツリー～亀戸天神社
〇みどころ ５月は気候が良く、気分も良し、花もきれい。
恒例の団子を食べて歩いて、また食べての、食べ歩きの
ウオーキングです。毎年楽しみに参加される常連さんも多
くおられます。亀戸天神社の「藤の花」、今年の咲き具合
はどうでしょうか？ お楽しみに。
古地図で歩く江戸城三十六見附―外濠（続）内濠・
江戸城へ

１５ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
☎ 047-368-3958（石原）
解
散／10ｋｍ＝13時30分頃（四つ木橋過ぎての河
日 時／５月１０日（水）９時３０分
団体歩行
八広駅 徒歩３分）
集川敷（京成線
合／数寄屋橋公園（ＪＲ山手・京浜東北線有楽町駅
銀座口 徒歩５分）
13ｋｍ＝14時35分頃（北千住東京電機大キャンパス
参加費／北総歩１００円
・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・
（JR常磐線 北千住駅 徒歩1分）
その他３００円
参加費／北総歩１００円・ＣＷＡ加盟団体２００円・そ
解 散／１４時３０分頃 和田倉噴水公園（ＪＲ東京駅 徒
の他３００円
歩８分）
コ－ス／亀戸駅前公園～亀戸天神～龍願寺～天祖
コ－ス／数寄屋橋門～常盤橋門～清水橋門～（北の丸
神社～普門院～香取神社～東覚寺～常光寺～亀戸
公園）～田安門～半蔵門～国会前庭洋式庭園（昼食）～
日比谷門～和田倉門～大手門～（東御苑）～平川門～和
中央公園（昼食・WC）～桜観賞ウオーク～ショート分
田倉噴水公園
岐点～柳原千草園（解散式）～北千住南口
〇みどころ
〇みどころ 「江戸城三十六見附巡り」の第２回目。外濠
亀戸七福神を巡り、旧中川の小松川ポ
歩きの続き、数寄屋橋門から雉子橋門、清水門から内濠
ンプ場周辺からゆりのき橋までの河津桜を見ながら歩
に入り大手門から江戸城本丸へ。今回も江戸の名残の
きます。ショ－ト10ｋｍは京成八広駅傍の四つ木橋河
「見附」を見て歩く。テレビの街歩きでは定番になっている
川敷で解散します。（駅まで案内人有り）レギュラ－コ
ところも多い。
－スは荒川をさらに上り、北千住の柳原千草園を見
千葉市の歴史探訪ウオーク
１２ ｋｍ
学して（解散式）後、北千住駅南口までご案内しま
《500 選 千葉 12-7》《千葉県 54 ウオーク 千葉市》
す。
主 催／ちば歩こう会
☎ 090-8305-6601(日向)
☆３月例会
江戸川の菜の花
15ｋｍ 団体歩行
団体歩行
日 時／５月１３日(土)
９時
森 廣）
集（コースリーダー
合／緑区役所広場（ＪＲ外房線鎌取駅
徒歩５分）
≪千葉県54ウオーク 流山市≫
☎ 090-1421-7103
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料
・その他３００円
解（森）
散／１４時３０分頃 菰池公園（ＪＲ外房線蘇我駅 徒
歩８分）
日 時／3月26日（日）
9時00分迄集合 参加費／Ｃ
コース／緑区役所～泉谷公園～有吉公園～大百池公園
ＷＡ加盟団体無料・その他300円
～小弓城跡～埋蔵文化調査センター（昼食）～生実城跡
集 合／運河水辺公園（東武野田線 運河駅 徒歩５
～大巌寺～菰池公園
分）
〇みどころ
かずさの道・おゆみ野の道を歩きながら、千
解 散／14時30分頃 西初石近隣公園（東武野田線・
葉市の古代遺跡や中世の史跡を巡るコースです。昼食ま
での道は信号も少なく新緑の公園内を歩きます。
TX線 流山おおたかの森駅 徒歩５分）
２

コ－ス／運河水辺公園～におどり公園（WC）～江戸
CWA ニュース

川土手～流山市クリーンセンター（WC）～江戸川土
２０１７．４

深川詣① 深川不動開創３１５年記念
１０／４２ ｋｍ
《千葉県 54 ウオーク成田市・ｋｍ
印西市・ 船橋市・ 白
井市 ・鎌ケ谷市》
主 催／船橋歩こう会
☎ 090-7703-3782
日 時／５月１４日(日) ８時３０分 １０ｋｍ：団
体歩行 ４２ｋｍ：京成酒々井駅まで団体、以降自由
歩行）
集 合／成田山新勝寺 本堂前（ＪＲ・京成線成田駅 徒
歩１０分）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１０ｋｍ：１１時頃 京成酒々井駅 ４２ｋｍ：１７時
まで 新鎌ふれあい広場（北総・新京成・東武野田線新鎌
ヶ谷駅 徒歩５分）
コース／成田山新勝寺～中台運動公園～麻賀多神社～
宗吾霊堂前～京成酒々井駅（１０ｋｍはゴール）～印旛日
本医大駅前～千葉ニュータウン駅前～小室駅前～西白井
駅前～新鎌ふれあい広場
○みどころ 今年は深川不動堂開創３１５年の記念の年
です。それを記念して成田山新勝寺から深川不動堂まで
４日間をかけて 歩きます。今回はその第一回目です。
市川の辻切りを見に

１１／２３ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 市川市》
主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／５月１７日(水) ９時
自由歩行
集 合／東松戸駅 駅裏広場（ＪＲ武蔵野線）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１ｋｍ：１１時頃～１４時まで 市川駅北口付近（Ｊ
Ｒ総武線） ２３ｋｍ：１６時まで 東松戸駅 駅裏広場
○その他 受付け後順次スタート ゆっくりお楽しみくださ
い。

「国府台の辻切り用大蛇４体」
市川のバラ観賞ウオーク

１２ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 市川市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-9203-0025(太田)
日 時／５月２０日（土）
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 市川駅北口（ＪＲ総武線）
コース／アイ・リンクタウン～江戸川堤防～里見公園（バ
ラ観賞）～国府台緑地～じゅんさい池公園（昼食）～須和
田公園（バラ観賞）～手児奈霊堂～市川駅
〇みどころ 市川市の花、バラが満開の時期です。里見
公園と須和田公園でたっぷりと、我が姿が一番と咲き誇る
「バラ・バラ・バラ」をお楽しみください。何度訪れても覚え
きれないバラの名前。今年は何種類の名前を覚えて帰る
ことが出来るでしょうか？ また、江戸川の土手・国府台緑
地・じゅんさい池公園と続く「水と緑の回廊」では新緑の
若々しい息吹を感じながら歩きます。どうぞお楽しみに。
バスウオーク

１０ ｋｍ

主 催／東総歩こう会 ☎ 090-3080-8151(押尾)
日 時／５月２１日(日) 団体歩行
集 合／各支部指定場所 （募集要項参照）
参加費／東総歩５,５００円 その他６,０００円
解 散／１７時頃 各乗車場所
コース／葛西臨海公園
○みどころ 葛西臨海公園でのんびり過ごし日頃の疲れ

第１７０回平日楽々ウオーク「銚子巡り」

１３ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 銚子市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 080-3156-7482（田口）
日 時／５月２５日（木） ９時４５分
団体歩行
集 合／犬吠駅前（銚子電鉄犬吠駅） ＪＲ千葉駅０７：１５
～ＪＲ銚子駅０９：１２（乗換）銚子電鉄銚子駅０９：１７～犬
吠駅０９：３５ ※銚子駅ではトイレの時間がありません。
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時１５分頃 飯沼観音（ＪＲ成田線銚子駅 徒
歩２０分）
コース／犬吠駅～地球の丸く見える丘～犬吠埼燈台～
ウォッセ 21(昼食) ～飯沼観音
〇みどころ 銚子半島最東端の犬吠埼燈台、愛宕山の
地球の丸く見える丘展望館等、銚子の名勝旧跡を訪ね歩
きます。
その他／銚子電鉄はスイカが使用できませんので予め運
賃３４０円をご用意ください。
ぶら散ウオーク・銀座の恋の物語

１０ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／５月２７日（土） 団体歩行
集 合／数寄屋橋公園（泰明小学校隣り） （ＪＲ山手線有
楽町駅中央口 徒歩４分、メトロ丸の内線銀座駅Ｃ２出口
直ぐ近く）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１４時頃 ＪＲ東京駅丸の内北口付近
○その他 感じる事は人それぞれ、当日のコースを
楽しみにしてください。
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）
5月13日(土) 付
時間 ９時～９時３０分

を癒しましょう。
「葛西臨海公園」
見沼田んぼの自然と歴史

１０／１４ ｋｍ

主13ｋｍ＝14時35分頃（北千住東京電機大キャンパス
催／北総歩こう会
☎ 090-8725-1355（竹渕）
北千住駅 徒歩1分）
日（JR常磐線
時 ／５月２１日（日）９時
団体歩行
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料
・その他３００円
参加費／北総歩１００円・ＣＷＡ加盟団体２００円・そ
集の他３００円
合／井沼方公園（ＪＲ武蔵野線東浦和駅 徒歩５分）
解 散／１４時３０分頃 東浦和中央公園（ＪＲ武蔵野線東
コ－ス／亀戸駅前公園～亀戸天神～龍願寺～天祖
浦和駅 徒歩５分）
神社～普門院～香取神社～東覚寺～常光寺～亀戸
コ－ス／井沼方公園～見沼通船堀公園～通船閘門～鈴
中央公園（昼食・WC）～桜観賞ウオーク～ショート分
木家住宅～（芝川遊歩道）～浦和くらしの博物館民家園～
岐点～柳原千草園（解散式）～北千住南口
大崎公園～（見沼代用水東縁）～国昌寺～氷川女体神社
～見沼氷川公園（昼食・１０ｋｍ：バス停へ）～見沼代用水
〇みどころ 亀戸七福神を巡り、旧中川の小松川ポ
西縁～東浦和中央公園
ンプ場周辺からゆりのき橋までの河津桜を見ながら歩
〇みどころ
見沼通船堀、通船閘門、鈴木家住宅、くら
きます。ショ－ト10ｋｍは京成八広駅傍の四つ木橋河
しの博物館等の歴史を訪ねます。田植えの終わった美し
川敷で解散します。（駅まで案内人有り）レギュラ－コ
い見沼田んぼ、芝川と見沼代用水東縁・西縁に沿って歩
－スは荒川をさらに上り、北千住の柳原千草園を見
き、緑豊かな自然を楽しんでください。
学して（解散式）後、北千住駅南口までご案内しま
す。

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）
5月13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）
5月27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
２０１７．４

３

第２７回南房総フラワーマーチ 報告
第２７回を迎えた南房総フラワーマーチは、３月４日（土）
５日（日）に南房総
市千倉保健センタ
ーを主会場にして
開催されました。
今回は雲一つな
い快晴で風もなく、
２日間とも絶好のウ
オ ーキ ング日和 と
なりました。初日の２３ｋｍコースの出発式には南房総市石
井市長・三幣教育長,ＪＷＡ常務理事兼ＣＷＡ片山会長の
歓迎と激励の挨拶後、コースごとに出発していきました。
早咲きの桜や満開の花を見ながら幼稚園生や小中学生も
元気に歩きました。今回は手作りの花弁ゲートの中を通っ
て元気に出発していきました。
ゴールの主会場では、外のベンチで食事をする人や茶の
湯を待つ人の列ができていました。また、２日目には吉本
興業千葉県住みます芸人のゴールデンボーイズ「うっほ菅
原」が孤軍奮闘し
てスタートと、途中
のローズマリー公
園でウオーカーに
声援を送り、ゴール
ではブラスバンド、
チー バ君・ なん ぼ
ーくん・みなたん３
体のゆるきゃららと最後まで会場を盛り上げてくれました。
１５時５０分位は３５ｋｍアンカーがゴールして無事大会を
終了いたしました。今年も幼稚園児・小・中学生の参加が
多く、今年は４７９１名と昨年に対して７０３名の増でした。
ご協力いただいた関係の皆さま方のご尽力に心よりお礼
申し上げます。 昨年に引き続き支援して頂きました近県
の協会（茨城・神奈川・埼玉・栃木県協）の支援役員の皆
さま、大変ありがとうございました。
コース
３月４日
３月５日
合計
３５・３５ｋｍ
２１５
２４９
４６４
２３・２０ｋｍ
３２０
２６７
５８４
１１・１０ｋｍ
２５６
１１０
３６６
５ｋｍ
６
２
８
学校関係者
３,２３３
１３３
３,３６６
合 計
４,０３０
７６１
４,７９１
記事担当 ＰＴチーム 遠藤 啓一
第２７回南房総フラワーマーチバスウオーク 報告
４日はＪＲ総武線内事故のため、バスは３０分遅れで発
車し、千葉で１９名乗車し総員４９名で出発しました。
天候は晴天、ささやかな私からのおやつの差し入れと４回
参加者とペア参加の方々に粗品を贈呈、下車時に渡すグ
ッズの使用法を徹底しました。会場に着くと南２３ｋｍの出
発式が実施中で１９名が参加しました。
４

CWA ニュース
２０１７．４

続いて 11ｋｍコースは 1 時間後に出発しました。市内の小
学生や幼稚園児の団体
が多く賑わいました。
バスの出発が１５時３
０分なので、ゆっくり・楽
しく散策できたと思いま
す。会場内でフラワーチ
ケットを使って土産に青
菜等を購入する方が目
立ちました。定刻にバスは会場を出発し、市原ＳＡで休憩
をし順調に運行、一日参加の方々に３年間、私どもスタッ
フにいただいたご厚情にお礼申し述べました。定刻に千
葉・津田沼に帰着しました。
５日は定刻に津田沼を出発し、千葉で１７名が乗車し総
計４７名で出発しました。本日も晴天で、バスは北２０ｋｍコ
ース出発式前に到着し、１９名が出発していきました。本日
の小学生グループは一組で閑散としておりましたが、昨日
に続き本日も千倉中学校の先生の指揮で、近隣の三中学
の女生徒のブラスバンドを楽しませていただき、先生にお
礼を申し述べました。
１４時のバスの出発は徹底しており、定刻に全員集合し、
ＣＷＡ古宮副会長の見送りをいただき、道の駅ちくら潮風
王国へ向かい、花摘み・買物をしました。今日のおやつは
会場で現地調達しました。バスは続いて道の駅富楽里で
休憩して出発しましたが、シーズンのためか大渋滞にあい
トイレ休憩を１回増やし、１時間３０分遅れで千葉・津田沼
に帰着しました。
３年間つたないご案内でしたが、私どもバス事業部にい
ただきましたご厚情、また弁当の袋詰め等にご協力いただ
き、ありがとうございました。楽しかったです。
バス事業部 田中 隆英
第１２回総会ウオーク 報告
３月１８日（土）第１２回 CWA 総会後、総会ウオークが行
われた。参加者は、１００名でした。
１３時１５分 CWA 事務
所前より、古宮会長代
行の挨拶後、片山会長
に見送られて千葉市街
地へ。ゴールは千葉公
園１０ｋｍのコースでした。
昨年は、雨天のためショ
ートカットせざるを得ま
せんでしたので、今回は好天を祈りつつ、同じコースを採
りました。お陰様で最高のウオーキング日和を満喫しまし
た。風景は、河津さくらが終わり、緋寒桜と木蓮の花の季
節でした。トイレ休憩のみで、慌ただしいウオーキングにな
りましたが、みなさまのご協力により、何の支障もなく終わ
る事が出来ました。
幹事のみなさまにも、県内各地からお出で下さいまして、
お疲れ様でした。深く感謝申し上げます。
コースリーダー小野 安英

