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第１２回下総・江戸川ツーデーーマーチ

編集責任者 山本 利美

第 13 回 ＣＷＡ通常総会のご案内

《500 選 千葉―０６》《Ｃリーグ》
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・市川スポーツガーデ ン国府台
協 力／いちかわ歩こう会
日 時／４月１４日(土)～１５日(日）
主会場／市川市スポーツセンター
参加費／一般：事前：１，５００円 当日２，０００円
（１日当日参加申込 １，０００円）
市川市在住・在勤・在学者事前申込８００円 （当日１，０００円）
中学生以下・障害者：無料
事前申込期限：平成３０年３月２３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
堀 之 内 貝 塚 コ ー ス

３３Km
１８Km

７：３０
８：３０

８：００
９：００

野菊の墓文学碑コース
水と 緑の回廊コ ース

１１Km
６Km

９：００
９：００

９：３０
９：３０

第二日目（南コース）

距離

受付
時間

出発式

野 鳥 の 楽 園 コ ー ス
中山法華経寺コース

３２Kｍ
２０Km

７：３０
８：３０

８：００
９：００

真間川文学の道コース
アイ・リンクタウン展望施設

１１Km
７Km

９：００
９：００

９：３０
９：３０

ノ ル デ ッ ク ウ オ ー ク

両日とも１１Km 及び６Kｍ
（７Km）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
第一日目の１１ｋｍ以上のコースが千葉県１２－０６です。
問合わ先：ＣＷＡ ☎043－255－0141 10 時～１７時
当 日 ☎ 080－9548－4695

開催日／平成３０年３月２１日（祝・水）１０時～
ＣＷＡ☎ 043-463-0141
場 所／千葉県青少年女性会館４F ホール
（千葉都市モノレール・スポーツセンター駅 徒歩 3 分）
議 案／平成２９年度事業報告・決算報告
平成３０年度事業計画・収支予算
定款の一部変更について
※３月上旬には総会開催案内をお送りいたします。
会員の皆様のご出席をお願い致します。
※総会終了後、総会ウオークを行います。
第 13 回 ＣＷＡ総会ウオーク

10 ｋｍ

主 催／ＣＷＡ ☎043-255-0141 当日☎080-9548－4695
日 時／３月２１日（祝・水）１３時１５分 団体歩行
集 合／千葉県青少年女性会館（千葉都市モノレール ス
ポーツセンター駅 徒歩３分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１６時頃 千葉公園入口広場（千葉都市モノレール
千葉公園駅 5 分 ＪＲ千葉駅 5 分）
コース／千葉県青少年女性会館～陸軍用地の石柱～みつ
わ台小売市場～みつわ台第一公園～都賀公民館～千葉公
園(一時解散)～ＪＲ千葉駅（ゴール）
○みどころ 千葉の市街地に残る自然の道などを辿りなが
ら、野球場、動物公園、競輪場の施設を通過し、千葉公園に
至ります。
第２３回ウオーキングフェスタ 東京
10 ｋｍ
主ＣＷＡ総会ウオーク
催／第２３回ウオーキングフェスタ東京実行委員会
開催日／平成３０年５月３日(木祝)～４日(金祝)
☎ (一社)日本ウオーキング協会 03-5256-7856
主会場／小金井公園
参加費／10 ㎞コース以上 （6 ㎞コースは別）
事前申込:2,000 円(JWA 個人会員は 1,500 円）
当日申込:1,200 円(1 日の参加費)
コース／１日目サクラルート（CWA 主管）、２日目ハナミズキ
ルート（CWA 支援）
30 ㎞（出発式 8:00）、20 ㎞（9:00）、10 ㎞(10:00)
◎詳細は、大会パンフレット、ホームページをご覧ください。
ＣＷＡニュース
２０１８．3

１

桜の花見ウオーク

１０ ｋｍ

主 催／東総歩こう会 ☎ 090－3140－1741（三宅）
日 時／４月１日 (日)
９時
団体歩行
集 合／旭駅前東側広場 （ＪＲ総武本線 旭駅）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時頃 旭駅
コ ー ス／旭駅前東側広場～袋公園～東陸橋～道の駅
（季楽里）～旭駅
○みどころ 袋公園内のため池を取り囲む約５００本の桜
並み木。市内随一の桜の名所として知られています。毎年
４月には桜まつりが開催され、満開の桜が多くの人を出迎
えます。又平鮒釣りの名所としても、賑わっています。
フリーウオーク① 桜と新緑を求めて公園を巡る～
１２ ｋｍ
《Ｃリーグ》
主 催／船橋歩こう会
☎ 090-7703-3782
日 時／４月４日(水) ９時～１０時
自由歩行
集 合／松戸駅西口連絡通路（ＪＲ常磐線 松戸駅構内）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１１時～１4 時まで 松戸駅西口連絡通路
コ ー ス／松戸駅西口連絡通路～江戸川堤防～上葛飾橋
～みさと公園～水元公園～葛飾橋～江戸川堤防～松戸
駅西口連絡通路
○みどころ 桜と新緑を求めて松戸からみさと公園と水
元公園を訪ねる。
第８０回京成電鉄さわやかウオーク

１２ ｋｍ

主 催／船橋歩こう会 ☎ 090-7703-3782
日 時／４月７日（土）９時～１０時
自由歩行
集 合／谷津公園・花の木広場（京成本線谷津駅 徒歩
５分）
参加費／無料
解 散／１５時まで 谷津公園・花の木広場
コース／谷津公園～谷津干潟公園～秋津公園～マロニ
エ通り～海浜公園～香澄公園～袖ヶ浦運動公園～袖ヶ
浦西近隣公園～谷津公園・花木の広場
○みどころ ラムサール条約の谷津干潟を半周回し、谷
津干潟公園からマロニエ通を経由して、千葉港が一望で
きる海浜公園を目指します。復路は桜の満開と緑の芽吹
きを感じながら香澄公園を通り抜け、袖ヶ浦運動公園と袖
ヶ浦西近隣公園を通りながら、高速道路沿いに続く緑の
小道を歩きます。
第２１回千葉の水回廊＆疏水百選 印旛沼ウオーク
１１／２３／３２ ｋｍ
主
日
集
２

《Ｃリーグ》
催／ちば歩こう会
☎ 080-3156-7482（田口）
時／４月７日(土)
自由歩行
合／１１ｋｍ：１０時 新検見川公園（ＪＲ総武線新検見
川駅 徒歩２分） ２３ｋｍ：９時 佐倉駅北口広場（Ｊ
CWA ニュース
２０１８．３

Ｒ総武本線佐倉駅 徒歩１分） ３２ｋｍ：８時 京
成酒々井駅東口（京成本線酒々井駅 徒歩１分）
参加費／５００円
解 散／１６時まで 大和田排水機場（京成本線大和田
駅 徒歩１２分）
○みどころ 今回で２１回目を迎える「千葉の水回廊ウオ
ーク＆疏水百選 印旛沼ウオーク」は、心地よい自然に触
れながら歩きを楽しむことにより、参加者の心身の健康を
増進するとともに食糧生産だけではなく、私たちの県土や
環境の保全に重要な役割を果たしている疏水や農業・農
村への理解を深めるために行っているもので、前回は２０
０人を超える参加者がウオーキングを楽しまれました。
成田山開基１０８０年記念ウオーク④

１５ ｋｍ

主 催／船橋歩こう会
☎ 090-7703-3782
ｋｍ 団体歩行
日 時／４月８日(日) ９時
集 合／第七公園（京成線勝田台駅 徒歩５分）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 内郷公園（京成線京成佐倉駅
徒歩３分、途中京成臼井駅７ｋｍで一次解散）
コース／第七公園～上座総合公園～京成臼井駅（一次
解散）～佐倉ふるさと広場～内郷公園
○みどころ 成田山開基１０８０年の４回目。そろそろゴ
ールが見えてきます。今回は勝田台をスタートし、八千代
市を抜けて佐倉市へ進みます。道中桜の花が咲いている
のを眺めることが出来るかもしれません。京成臼井駅で一
次解散します。７ｋｍと短いので長い距離が苦手な方でも
参加ください。
大江戸桜ウオーク

１２ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
☎ 090-7191-1863（染谷）
日 時／４月１１日（水）９時３０分 団体歩行
集 合／和田倉噴水公園 （メトロ千代田線二重橋前駅
ＪＲ東京駅方面改札 Ｄ2 出口 徒歩５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 上野恩賜公園（ＪＲ山手線上野駅
徒歩５分）
コース／和田倉噴水公園～桜田門～千鳥ヶ淵戦没者墓
苑～千鳥ヶ淵緑道～靖國神社～外濠公園（昼食）～神田
明神～上野恩賜公園
〇みどころ 大江戸桜ウオークとし、千鳥ヶ淵公園、外
濠公園、上野恩賜公園と桜の名所をめぐります。満開の
時期が過ぎ、桜吹雪が舞っているか、葉が出始めた頃か
と思いますが、その節は満開の桜をイメージしながら歩き
ましょう。（開花が遅れることを祈ります）
船橋・習志野の公園巡り
主
日
集

１３ ｋｍ

催／北総歩こう会
☎ 080-4153-8901（安国）
時／４月２２日(日) ９時
団体歩行
合／天沼弁天池公園 （ＪＲ総武線・東武線 船橋駅
徒歩５分）

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 幕張海浜公園（ＪＲ京葉線海浜幕
張駅 徒歩 5 分）
コース／天沼弁天池公園～船橋大神宮～船橋港親水公
園～若松公園～谷津干潟公園(昼食)～香澄公園～秋津
公園～幕張海浜公園
〇みどころ 船橋の中央を流れる海老川に架かる橋に
は数多くの彫刻やレリーㇷ が施され河口の船橋港では行
き交う大型船を見ながら歩くのも楽しいものです。また、谷
津干潟では飛び交う野鳥を見、公園を巡りながら満開の
花々を観ながら歩くなどてんこ盛りのウオーキングです。
第１８０回平日楽々ウオーク

１０ ｋｍ

「海浜幕張の花を愛でる」
主 催／ちば歩こう会
☎ 080-3492-1041(立川)
日 時／４月２６日（木） ９時３０分 団体歩行
集 合／真砂中央公園（ＪＲ京葉線検見川浜駅 徒歩７
分）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１３時３０分頃 幕張海浜公園花時計前（ＪＲ京葉
線海浜幕張駅 徒歩５分）
コース／真砂中央公園～若葉立体交差点～神田外語大
～三井ビル～ＮＴＴ屋外広場～メッセモール～国際展示
場内～幕張海浜公園～見浜園～幕張海浜公園花時計前
○みどころ 春の爽やかな風を感じながら、ビルの谷間
に咲く素敵な花の芸術を見て下さい。つつじやさつきの綺
麗な花が皆さんをお迎えしてくれる事を期待しています。
（花は気まぐれ・・今年はどうでしょうか？）昼食地は国際展
示場です。
特別行事 第１５回大正浪漫ウオ－クin手賀沼
６／１０／２０／３０ ｋｍ
《500選 千葉１２－１》《Ｃリーグ》
催／北総歩こう会
☎ 04-7145-1620（中山）
時／４月２９日(日) 自由歩行
６／１０ｋｍ：９時～９時４０分
２０／３０ｋｍ：８時～８時４０分
集 合／手賀沼公園（ＪＲ常磐線我孫子駅 徒歩１０分）
参加費／事前：４００円(４月１５日締切） ・当日：７００円（我
孫子市・柏市の市民は５００円） ※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。
解 散／１２時～１６時まで 手賀沼公園
コース／コースの詳細は「ほゆう３月号」に掲載致します。
〇みどころ 風光明媚な手賀沼の眺めと水鳥の楽園・白
樺派の文学・歴史を訪ねてのウオーキングはいかがです
か。今年で１５回目となる人気のコースです。今年は全コスとも昨年の逆コース（反時計廻り）にしました。６ｋｍコ－ス
はご家族、お友達と大正浪漫関連の施設見学がゆっくりと
楽しめるように作りました。
◆事前申込を受付け中です。詳細は「第 15 回大正浪漫
ウオーク in 手賀沼」チラシをご覧ください。
主
日

皇居・東御苑めぐり

１４ ｋｍ

主 催／いちかわ歩こう会 ☎090-1031-6318(矢田貝)
日 時／４月３０日（月・休） ９時
団体歩行
集 合／お茶の水公園（ＪＲ総武・中央線 御茶ノ水駅聖
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 外濠公園（ＪＲ総武・中央線
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～将門首塚～皇居外苑～桜田門～日比谷公園～国会
前和式＆洋式庭園（昼食）～半蔵門前～千鳥ヶ淵戦没者
墓苑～靖國神社～四ツ谷外濠公園
〇みどころ 春の花々が咲き乱れる皇居・東御苑、大手
門から将門首塚、皇居外苑を通り日比谷公園へと都心の
春景色を楽しみます。国家の中枢である霞ケ関の官庁街
から国会前庭園、千鳥ヶ淵戦没者墓苑や靖國神社を通り
外堀公園へと緑を楽しみながら歩きます。
東葛ウォーキングクラブの例会について
４月は下記例会を予定しています。詳細は
☎090-3345-8750(古宮）へお問い合わせください。
記
４月 １日（日） 春の息吹きを求めて
４月１８日（水） ぶら散ウオーク
４月２８日（土） 印西で自然散策

訂正のお知らせとお詫び
２月号記載 ３月１０日（土） ちば歩の「第１７回防災ウ
オーク」の２０ｋｍコースで集合時間が間違っておりまし
たのでお詫びして訂正いたします。
訂正前：９時１５分 訂正後：１０時
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
4月7日(土)

受
付

場所
時間
解散

4月21日(土)

受
付

時間
解散

4月21日(土)

船橋市 天沼弁天池公園
（JR・東武船橋駅 徒歩５分）
９時～９時３０分 ☎ 090-1552-2378
１３時頃（昼食前に解散となります）

場所
時間
解散

９時～９時３０分 ☎ 090-8840-6709
１３時頃（昼食前に解散となります）

場所

受
付

（JR我孫子駅 徒歩１０分）

千葉市 海浜幕張駅南口
（JR海浜幕張駅南口 徒歩１分）
９時～９時３０分 ☎ 090-5402-7384
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・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
２０１８．３

３

「第２８回南房総フラワーマーチ」実施報告
≪500 選 12-3≫
2 月 17 日（土）～18 日（日） 天候 両日とも晴れ
参加者数１日目３，７８４名 ２日目７８８名合計４，５７２名
１７日の一日目は午前中は暖かく風もない穏やかな天気で
した。初日は南房総市の６校の中学校、７校の小学校、７
園の幼稚園生が会場に集合し大変な賑わいになりました。
パラリンピックの車椅子バスケなどの体験会が有り賑わっ
た一日になりました。ところが午後は打って変わって風が
強くなり時折強
い突風の風が吹
きあれました。そ
の為ゴールのア
ーチが倒れるハ
プニングとテント
の支柱が曲がる
ほどの強風でし
た。残された役
員はテントに取り
付き飛ばされな
いようにぶら下がっていました。結局テントを降ろし天幕を
外して参加者を待つ格好になりました。参加者は幸い南コ
ースで追い風となったので無事に事故もなく１６時に全員
ゴールできました。
２日目は冷え込み
１日目より ５度も下
がり寒い一日となり
ましたが風は吹か
ず太陽が上がる頃
には暖かな一日に
なりました。参加者
も肉刺をつぶし歩
けなくなった参加者
がいましたが搬送車で会場まで送り届けました。二日間通
じてけが人もなく無事終えることができました。参加者の皆
様、ご支援いただいた役員の皆様、南房総市の皆様大変
ありがとうございました。
投稿担当 遠藤啓一
「忠敬江戸入りフォーデーウオーク」実施報告
１月２５日（木) 天候 晴 参加者１２８名
一日目はまだ雪が残り３２年ぶりの寒波の影響で諏訪公
園の地面が凍っ て
いたほどの寒い一
日でした。昨年の東
総Ｃリーグが今回な
かっ た為団体が大
幅に減少しました。
それでも７０名の方
がロングに元気にス
タートし成田山に向
かいました。ゴール
４

CWA ニュース
２０１８.３

押印地点がわかりづらく申し訳ありませんでした。
１月２６日（金） 天候 晴 参加者１１６名
二日目は成田
の栗山公園でし
たがロングは５５
名の方が元気に
手賀沼公園にス
タートしていきま
した。ショートは
成田空港第二タ
ーミナル駅がゴ
ール予定でした
が、歩道に雪が残り車道を歩かなければならないので距
離を短縮して空の
駅さくら公園で解散
式をして皆さんバス
で第二ターミナル駅
に向かいました。
１月２７日（土）
１２Ｋｍ 天候 晴
参加者２２７名
今回はコースが変
わり増尾城址公園ま
で新しい道となりました。そして増尾城址公園からも違う道
をめぐりゴールの南柏中央第二公園で解散式をしました。
写真の通りこんなにまだ雪が残っています。
１月２８日（日） 天候 晴 参加者２５５名
今回はロングはアイリ
ンクタウン ショートは
新小岩公園と二つに
別れました。団体はい
つも１５時のゴールに
いつも余裕がなくやき
もきした思いがありま
す。その為新小岩公
園からにして距離を
短くして実施しました。
今回は富岡八幡宮事件・３２年ぶりの寒波襲来・Ｃリーグ
関係で総勢７
２６名と減少
傾向でした
が、４日間完
歩者は６５人
と変わらずに
ゴールいただ
きました。
元気に参加
いただいた
皆様、４日間
支援いただ
いた役員の皆様ご協力有難う御座います。お陰様で事故
なく終了することができました。有難う御座います
投稿担当 遠藤啓一

