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『御報告』

毎月 1 日発行

散／１４時３０分頃 津田沼一丁目公園（JR津田沼駅
徒歩３分、新京成 新津田沼駅 徒歩1分）
コース／天沼弁天池公園～海老川～船橋大神宮～茂呂神
社～谷津バラ園～谷津干潟～袖ケ浦西近隣公園(昼食)～菊
田遊歩道～津田沼一丁目公園
○みどころ 海老川沿いに進み、船橋大神宮を経て谷津干
潟沿いを歩きます。水と林道に恵まれたコースです。
ゴールでは、抽選会を行います。景品を用意してお待ちして
おります。
解

ＣＷＡ会長 片山 篤

平成 29 年 6 月 26 日（月）に、一般社団法人 日本ウオー
キング協会（ＪＷＡ）の≪平成 29 年度定時社員総会≫が開催
『御報告』 ＣＷＡ会長 片山 篤
されました。今年度は役員（理事・監事）の改選期であり、理
事（常務）である私は、社員総会にて改めて新理事に推薦さ
れました。
新役員体制を決定する為、新しく理事に選ばれたメンバーに
て＜新理事会＞が社員総会を中断して行われました。私は
体調不良ながらも副会長（上席）に推挙され、社員総会で決
定となりましたことを会員の皆様方に御報告申し上げます。
ウオーキング業界発展の為、体調を回復させ身命を投げ打
って与えられた職務を全う致す所存です。どうか今後も皆様
方の御支援・御指導の程を宜しくお願い申し上げます。
バスウオーク参加案内
＜相模湖・武蔵陵墓地参拝ウオーク＞【募集型企画旅行】
開催日
平成２９年８月２９日（火曜日）
集合場所
・千葉駅東口ＮＴＴ前
７：００(必着)
集合時間
・津田沼駅南口千葉工大前 ７：５０
出 発
準備でき次第出発します。
解散予定
津田沼駅１７：15 頃 千葉駅 18：00 頃
募集人員
４０名（定員になり次第締め切ります）
参加費
ＣＷＡ会員 ６，８００円 ／
ＣＷＡ加盟団体会員 ７，５００円
コース
相模湖周辺のウオーキングと、武蔵陵墓地を
参拝します
担当者
小野安英 ０７０－５５４０－７８００
旅行企画・実施
両総観光株式会社
（千葉県知事登録旅行業２－５３７号）
当該バスウオークは両総観光株式会社が企画する募集型
企画旅行です。
第２１回 くつの日記念ウオーク

編集責任者 山本 利美

１１ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 船橋市・習志野市》

主 催／ＣＷＡ
☎ 043-255-0141
日 時／９月２日(土) ９時
団体歩行
集 合／天沼弁天池公園（ＪＲ船橋駅 徒歩５分）

県協会主催のバスウオークについて（経過報告 他）
この度は、多くの皆様にご心配をお掛けし、大変申し訳あり
ませんでした。
新聞に記事となって掲載された後、受注旅行業者・両総観
光㈱に出向き、アドバイスを求めました。
私どもの無知と、以前からの慣れから生じた自己判断の過ち
に気付かなかった結果であると、深く反省を致しました。
募集用チラシは、両総観光㈱に改めて作成を依頼し、本来
あるべき様式にと作り替えて頂きました。 これにより「無資格
募集」ではないかとの、御指摘への問題は解決されました。
また、「旅行業法に違反は」との御指摘に対しても、両総観
光㈱との相談の後、千葉県商工 労働部観光企画課（観光事
業・団体支援班）へ伺い、吉橋主事・斎藤主査と打合せた結
果は 次のとおりとなりました。
問題点の１． 本旅行は「受注型企画手配旅行」として、募
集の対象範囲は限られている。
「会員以外」との表記では対象範囲が不特定多数となり業法
に反する恐れがある。
表現を「ＣＷＡ加盟団体会員」とした場合でも、その範囲が広
すぎて日頃から交流が盛んであるとは認識できない。
問題点の２． 参加者の募集・参加費の受領などＣＷＡが行
っているが、業法の条文によって 本来は受注旅行業者（両
総観光㈱）に扱って貰うことが最善。
この件に関しては、一般的に「事務局扱い・事務局代行」な
どとしてお客様側で行っている事例も数多く、所謂「グレーゾ
ーン」内であると両総観光㈱から聞いていた。
次ページに続く
ＣＷＡニュース
２０１７．7

１

次回１２月のバスハイクまでに改めて対応を協議したい
と考えておりますが、バスハイクへの募集に関して、大枠
で了解は得られたものと理解させていただきました。
ＣＷＡのバス事業は、利益を求めるものではなく、会員の
皆様に喜んで貰えることを第一と考えて、企画・運営を進
めていることをご理解願います。
今後共、より多くの皆様からご利用いただけます様、宜し
くお願い致します。
（バス担当責任者 事業本部長 古宮誠）
CWA 事務所「夏季休暇」のお知らせ
８月 11 日（祝・金）～８月１７日（木）まで
CWA 事務所は夏休みを取らせて頂きます。
業務開始は８月１８日からとなります。

手賀沼花火大会２０１７

１０ ｋｍ

「１３，５００発の花火を見に行こう」
《千葉県 54 ウオーク 我孫子市・柏市》
主 催／北総歩こう会
☎ 090-2636-4099（中村）
日 時／８月５日（土）１７時 団体歩行
集 合／我孫子駅南口東公園（ＪＲ常磐線我孫子駅南口
徒歩３分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１９時頃 柏ふるさと公園（ＪＲ常磐線北柏駅 徒
歩１１分、柏駅 徒歩２１分）
コース／我孫子駅南口東公園～道の駅しょうなん～ヒドリ
橋～北千葉導水ビジタ－センタ－～柏ふるさと公園
〇みどころ 花
火好きの人集
合！花火の開始
時間頃に現地解
散をします。ド迫
力の花火を十分
楽し み観賞をし
て下さい。
「手賀沼花火大会」
銚子半島黒潮ウオーク

１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》《千葉県54ウオーク 銚子市》
主 催／東総歩こう会 ☎ 090－3235－3616（山信田）
日 時／８月６日 (日)
９時４０分
団体歩行
集 合／犬吠駅前広場 （銚子電鉄）
参加費／東総歩無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 河岸公園（ＪＲ総武本線銚子駅
徒歩５分）
コース／犬吠駅～波濤巡り遊歩道～犬吠埼灯台～君ケ
浜海岸～一山いけす～夫婦ケ鼻公園～ウオッセ～第三魚
市場～第二魚市場～第一魚市場～大新河岸公園～河岸
公園
○みどころ 国定公園内にある遊歩道を歩き、太平洋の
すばらしい景観にふれて下さい。次に全国的に有名な犬
２

CWA ニュース
２０１７．７

吠埼灯台を身近に眺めます。続いて６年連続水揚げ高日
本一の銚
子漁港市
場の近く
をウオー
クして、
銚子の涼
しさを実
感して下
さい。
「大潮の君ケ浜」
東葛で夕涼みウオーク

１１／１８／２９ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 流山市・柏市》
主 催／東葛ウォーキングクラブ☎090-3345-8750(古宮）
日 時／８月９日(水) 自由歩行
集 合／１１ｋｍ：１６時 南柏駅東口（ＪＲ常磐線）
１８／２９ｋｍ：１３時３０分 柏西口第一公園（ＪＲ
常磐線柏駅 徒歩８分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１／２９ｋｍ：２０時まで 柏駅東口旧そごう前（Ｊ
Ｒ常磐線） １８ｋｍ：１８時まで 南柏駅東口
○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。
ラジオ体操ウオークⅡ

１１ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 船橋市・鎌ケ谷市》
主 催／船橋歩こう会
☎ 090-7703-3782
日 時／８月１２日(土) ６時３０分 団体歩行
集 合／天沼弁天池公園（ＪＲ総武線船橋駅 徒歩５分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１０時３０分頃 道野辺中央三丁目児童遊園（東
武アーバンライン鎌ケ谷駅 徒歩５分）
コース／天沼弁天池公園～長津川遊歩道～長津川遊水
池～船橋運動公園～熱田神社～法典公民館～八幡春日
神社～道野辺中央三丁目児童公園
○みどころ 夏休み早朝のラジオ体操で体をほぐした後
暑い日差しを避けるべく緑陰を求めて鎌ケ谷まで足を延
ばします。最初は長津川遊水池に向かい、船橋運動公園
を経由して熱田神社に行くと斜面林下の日陰を通って法
典公民館で一休みします。八幡春日神社からは木陰の道
が続きゴールに向かいます。お土産に名産鎌ケ谷の梨は
いかがでしょう。

「長津川遊歩道」

早朝ウオーク Ｐａｒｔ②

１３ ｋｍ

「森林浴を楽しもう」
《500 選 東京１３－０４》
《Ｃリーグ》《千葉県 54 ウオーク 浦安市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-2645-6086(鈴木)
日 時／８月１９日（土） ７時３０分
団体歩行
集 合／葛西臨海公園駅前広場（ＪＲ京葉線）
参 加 費／いちかわ歩２００円 ・その他３００円
解 散／１２時頃 舞浜駅前（ＪＲ京葉線舞浜駅 徒歩１
分）
コース／葛西臨海公園駅前～汐風の広場～新長島川親
水公園～総合レクリエーション公園～新田の森公園～新
左近川親水公園～良い子の広場～なぎさ公園～旧江戸
川～舞浜大橋～舞浜駅前
〇みどころ 濃い緑に覆われた道、オゾンたっぷりの六
つの公園を梯子ウオークします。汗を流し、オゾンをたっ
ぷり取り入れ、旧江戸川の風に吹かれて、体温調節ので
きる体力を作りましょう。夏真っ盛りのウオーク、森林浴ウオ
ークで楽しみましょう。「水分と塩分を適度に摂りましょう」
ネ！
第１７２回平日楽々ウオーク
「緑陰を求め佐倉の林道を歩く」

早朝ウオーク Ｐａｒｔ③
「大町梨街道を行く」

１３ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 松戸市・市川市》
主 催／いちかわ歩こう会 ☎ 090-9203-0025(太田)
日 時／８月２７日（日） ８時
団体歩行
集 合／みかど公園（ＪＲ武蔵野線市川大野駅 徒歩５分)
参 加 費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１２時頃 みかど公園
コース／みかど公園～ＪＲ東松戸駅～ゆいの花公園～佐
渡ヶ嶽部屋～北総線大町駅～大町自然公園・観賞植物
園～駒形大神社～礼林寺～法蓮寺～みかど公園
〇みどころ 市川市と松戸市の市境に点在する公園と特
産の梨畑を見ながらのコースです。「梨」は収穫期の真っ
最中。大町梨街道（Ｒ４６４）には朝取り梨の直売店が軒を
連ねてお客さんを待っています。ゴールでは、試食用の
朝取り梨を用意しておりまので、旬の味覚をお楽しみくだ
さい。また、お土産にもどうぞ！！

１０ ｋｍ

《千葉県 54 ウオーク 佐倉市》
主 催／ちば歩こう会
☎ 080-5028-2343（三枝）
日 時／８月２４日(木) ９時 団体歩行
集 合／内郷児童公園（京成線佐倉駅北口 徒歩５分）
参加費／ちば歩１００円・その他３００円
解 散／１２時頃 内郷児童公園
〇みどころ 岩名仁王像や岩名運動公園・佐倉カント
リー周辺の陰影を求めて歩きます。コースの半分以上
は日陰ですが、若干アップダウンがあります。今回は
昼食不要です。内郷児童公園にはトイレがありません
ので、駅又はミレニアムセンターをご利用ください。

「大町の梨畑」
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）

8月5日(土)

船橋市 天沼弁天池公園
受 場所
（JR・東武船橋駅 徒歩５分）
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）

我孫子市 手賀沼公園
受 場所
（JR我孫子駅 徒歩１０分）
8月12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）
8月26日(土) 付
時間 ９時～９時３０分
解散

「仁王像が建立されている岩名仁王尊」

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）、事前申込み不要です。
問い合わせ：☎043-255-041・ＮＰＯ法人千葉県ウオーキンク゛協会

ＣＷＡニュース
２０１７．７

３

睦沢を歩いて「波の伊八」を観る 報告
５月２８日（日） 晴れ 参加者数７９名
平成の大修理が終わり本殿遷座祭中の上総國一之宮
「玉前神社」で、地
元に在住でＣＷＡ
元役員の藤原さん
から神社等の説明
を受けて元気よく
出発した。一宮川
の横に広がる麦畑
に沿って川上へと進む。夏日を思わせる気温の中、何度
か橋を渡る都度川面の涼風にほっとさせられる。田畑と遠
くに森がひろがる典型的な田園風景を満喫しながら進むと
やすらぎの森に着く。昼食休憩の後、山道と平地う回路の
二手に分かれ、宮大工が技と匠を競った朱塗りの仁王門
が建つ歓喜寺で合流し成就寺へ向かう。ここは南関東で
は波を彫るなと言われた「波の伊八」二代目の欄間彫刻が
あり本堂に上がらせて頂いて鑑賞した後城山公園で解散
した。
コースリーダー 市東 一之
第 7 回両総用水の路ウオーク 報告
６月３日（土） 晴れ 距離１５ｋｍ 参加者１５５名
雨の心配全くなし。むしろ熱中症が心配 今回のコース
は佐原です。佐原は、東総歩の地元ですので東総歩の会
報にも掲載して参加者を募りました。大勢とは申せません
が其れ なりに参
加してくれたよう
です。佐原駅か
ら徒歩１０分の所
にある「両総土
地改良区佐原出
張所」で ９時４５
分より出発式。Ｃ
ＷＡ片山会長の
挨拶、両総用水事務局長の挨拶とコース説明、諸注意と
続きストレッチをして１０時丁度。普段は入ることのできない
第１用水機場の
中を一回りして
出発しました。４
０分ほど歩いて
来た所（３号幹
線用水路）近く
から、子猫が一
匹何処からとも
なく現れ、人懐こ
く足元にチョロチョロ。一寸したハプニング。その後伊能忠
敬記念館でトイレ休憩、大分暑くなってきたので少し長め
の休憩。そして小野川沿いから利根川河川敷を経て、昼
食場所の第一排水機場へ予定通り着きました。ここでは、
具たくさんのとても美味しい汁物が振る舞われました。
４

CWA ニュース
２０１７．７

参加者の皆さん日陰を探しての昼食タイム。そして１３時
に出発、岩戸堤を経て、１４時２０分無事にゴール致しまし
た。
会場には、地元産の農産物がたくさん並べられておりまし
たが、先ずは解散式。その後参加者の皆さんは、玉ねぎと
ジャガイモ・あんパンのお土産を頂きました。そして地元産
の、トウモロコシ・枝豆・落花生等々買い求める姿がありま
した。又とっても暑い中、両総用水のスタッフの皆さん交通
誘導大変お疲れ様でした。そして役員の皆様ご支援・ご
協力ありがとうございました。
コースリーダー 押尾 悦子
九十九里はだしで歩こう 報告
６月１７日（土） 晴れ 距離１５／３０ｋｍ 参加者１２２名
（内子供１名）各会の例会に参加して、ＣＷＡ５４市町村ウ
オークが大網白里が済んでいないとの声を度々聴きまし
たので、今回のショートコースは大網白里中心のコースに
なりました。
梅雨入りしたとは
いえ、幸いなことに
好天に恵まれ て６
月１７日（土）大網
駅近くの公園で出
発式をしてから、大
平洋に向けて参加
者１２０名が一直線
に歩きました。
途中 1 回目の休憩
後（中部コミセ ン）
のトイレ休憩後の
再スタートでロング
コースに参加する
方々に前方に集ま
っていただきました。
２回目の休憩地地
点（農村環境改善
センター）で一次解散とし、ロングコースはそのままゴール
のＪＲ成東駅に向け元気にスタートいただきました。ショート
コースは九十九里海岸で昼食後、しばらく裸足で砂浜の
感触を楽しんでいただき、国民宿舎「サンライズ九十九里」
前でのゴール
となりました。
いつもの事
ですが都心か
ら遠いこの例
会に参加して
頂いた皆様、
ご支援いただ
きました役員の皆様ありがとうございました。今回はロング
コースのＩＶＶが手違いで成東駅でお渡しするのが遅れ申
し訳ありませんでした。
コースリーダー 髙城 護

