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新年の挨拶
ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会
会長 古宮 誠
新春のお慶びを申し上げます。
旧年中は千葉県協会
には、大変お世話に
なりました。 厚く御礼
を申し上げます。
平成最後の年となっ
た昨年は、実に多くの
出来事があり、大変慌
ただしい日々を送った
と感じられた一年だっ
たと思っておりますが、
皆様には如何でしょうか。
前年の１２月理事会にて、今までの副会長職を解かれ、会長
代行に選任をされたことで、一時精神的な不安定さを感じた
時期もありました。故片山会長に直訴し、本来であれば９月か
１２月となる「次期会長選」を４月理事会でお願いし、来期への
御承認をいただけたことで、気持ちの切り替えができたと共に、
今後に続く責任の重さを改めて感じました。
その病状の進行が心配され、すべての会員の皆様と一緒
に見守ってきた片山篤氏は、現職の会長として７月５日に逝
去されました。私共が病状を知ってから約１年６ヶ月、４０周年
の式典に出席する事を非常に楽しみとしていただけに、残念
な結果となりました。本県協会内のみならず、日本ウオーキン
グ協会・関東甲信越ブロック協議会など多方面に、計り知れ
ない程の衝撃を与えたことは、ご存知のとおりです。
その死を悼み悲しみに浸る間もなく、９月末には新たな事
務所への引っ越しが行われ、その整理に追われる中で息つ
く間もなく、４０周年の式典が開催されました。 多くの皆様の
御出席をいただき、盛会の中終わることができましたことに、
改めて感謝と御礼を申し上げます。
昨年の天候は、梅雨明けが例年より早く、その後約二ヶ月間
続いた「猛暑・酷暑」には、例会行事の開催を躊躇された団体
もあったと伺っております。
本年５月には新天皇が誕生し、新たな元号も発表されます。
４０周年を一つの区切りと考え、皆様の先頭に立ち、新しい時
代へ向かって一生懸命取り組む所存です。

編集責任者 山本 利美

第２９回南房総フラワーマーチ

《Ｃリーグ》 ２日間参加で押印
《５００選》 千葉－０３（２６日 33・23ｋｍ）
主 管／第２９回南房総フラワーマーチ実行委員会
主 催／南房総市・(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・朝日新聞社・南房総市教
育委員会・（一社）南房総市観光協会
日 時／２月１６日(土)、１７日(日)
主会場／南房総市千倉保健センター(千倉駅より徒歩約８分)
参加費／一般：事前 ２，０００円 当日(１日) １，０００円
高校生：事前 １，０００円 当日(１日)
５００円
・事前申込期限 ２０１９年１月９日（水） （１月９日以降も受け
付けますが、大会誌への名簿記載はできません。）
・事前申込の場合、１日参加のみ・２日間参加とも同額です。
・当日申込の場合、ゼッケン・コース地図のみの配布となり、
記念品はありません。
＊「払込受領証」を必ず持参し、大会受付時にご提示ください。
＊環境保全の観点から湯茶接待用の紙コップは用意しません。
「マイカップ」をご持参ください
コース／１６日（土）：南コース ３５／２３／１１／５ｋｍ
１７日（日）：北コース ３３／２０／１０／５ｋｍ
スタート／
コ ー ス 受 付
出発式 ス タ ー ト
歩行形態
３５・３３km ６：４５～

７：３０

７：４５～８：１５

自 由

２３・２０km ８：００～

８：４５

９：００～９：３０

自 由

１１・１０㎞

９：００～

９：４５

1０：００～１０：３０

自 由

５㎞

９：００～

１０：００

１０：１５

団 体

ゴール受付／１６日（土）：１１：３０～１６：００
１７日（日）：１１：００～１５：３０
マイカップ持参のお願い
CWA 及び加盟団体では、従来からマイカップ持参のお願
いをしておりましたが、新年から乾杯時の紙コップの提供を止
めることといたします。
つきましては、例会案内にマイカップ持参と記載されて
いる例会ではマイカップ持参の程お願い致します。
ＣＷＡニュース
２０１９．１

１

ぶら散ウオーク・水元公園から柴又帝釈天へ
１２ ｋｍ
《500 選 東京 13-3 》
主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／２月３日(日)
９時３０分
団体歩行
集 合／金町駅南口付近 （ＪＲ常磐緩行（千代田）線金
町駅 徒歩１分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 柴又公園で解散後、自由行動に
京成金町線柴又駅まで御案内します。
○その他 時間前までに御集合ください。
旧日光街道から越谷レイクタウンへ

１１ｋｍ

主
日
集

催／北総歩こう会
☎ 04-7133-1589（平野）
時／２月６日(水)
９時３０分
団体歩行
合／浅間神社（東武伊勢崎線谷塚駅東口 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時頃 見田方遺跡公園（ＪＲ武蔵野線越谷レイ
クタウン駅 徒歩２分）
コース／浅間神社～火あぶり地蔵～草加神社～藤代家
住宅～おせん茶屋～東福寺～河合曽良像～望楼～矢立
橋～百代橋～蒲生の一里塚～南部第一公園（昼食）～麦
塚橋～見田方遺跡公園
○みどころ 東武伊勢崎線の谷塚駅から新田駅まで３
駅に沿う旧日光街道をウオークします。名所・旧跡に加え
数多くの草加せんべいの店の前も歩き、約１０年前に開発
された越谷レイクタウンに向かいます。駅に隣接された”イ
オンレイクタウン”は日本最大級のショッピングセンターで
す。店内のウオークも楽しんでください。

参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・ その他 ３００円
解 散／１４時３０分頃 馬橋駅前（ＪＲ常磐線）
コース／松戸駅西口公園～松戸富士（金山神社）～大杉
（風早神社）～富士見の松（本覚寺）～しばられ地蔵（本福
寺）～ゆるぎの松～官女の化け物（明治神社）～二つ井戸
～松戸運動公園(昼食)～安房須神社～萬満寺～王子神
社～馬橋駅前
〇みどころ ＪＲ松戸駅近くにあって、個性豊かな「松戸富
士」に登ってみませんか？また、住宅街となった中で、今
も息づいている民話の里を訪ねます。古刹や神社も加え、
冬の松戸を歩きます。
総会ウオーク～旧高根村を巡る～

１０ ｋｍ

主
日
集

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／２月１０日(日) １３時 団体歩行
合／新高根五丁目公園（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時頃 飯山満駅前（東葉高速線）
コース／新高根五丁目公園～滝不動～馬土手～御滝
公園～緑台中央公園～勧行院～高根神明社～飯山満
駅
○みどころ 総会終了後、新高根五丁目公園を出発し
御滝公園、観行院、高根神明社を巡ります。旧高根村を
歩き春を探しましょう。

「高根神明社」
成田空港周遊ウオーク

「旧日光街道 草加松原」
松戸富士と民話の里めぐり

1３ ｋｍ

主
日
集

催／いちかわ歩こう会 080-3402-8093 (佐々木)
時／２月９日（土） ９時 団体歩行
合／松戸駅西口公園 （ＪＲ常磐線・新京成線 松戸
駅西口 徒歩５分)

２

CWA ニュース
２０１９．１

１１／２４／３６／５３ ｋｍ

《Ｃリーグ》
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・月）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５分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１８時まで 栗山公園
○その他 ５３ｋｍ参加者は８時までにスタートしてくださ
い。前日降雪のあった場合、中止の可能性有

フリーウオークⅠ～梅の香りを求めて～ １１ ｋｍ
《Ｃリーグ》
主 催／船橋歩こう会
090-7703-3782
日 時／２月２０日(水)
９時～１０時 自由歩行
集 合／京成大久保駅南口広場（京成線大久保駅 徒
歩２分）
参加費／船橋歩１００円 ・その他３００円
解 散／１１時～１４時 京成大久保駅南口広場
コース／京成大久保駅南口広場～屋敷近隣公園～幕
張ＰＡ～幕張台公園～習志野梅林公園～鷺沼城址公園
～森林公園～京成大久保駅南口広場
○みどころ 京成線大久保駅より、近隣の公園を巡りな
がら、梅の香りを求めて習志野梅林公園を訪れます。途
中では幕張パーキングエリアや新装なった習志野市役所
に立ち寄ることが出来ます。
総会ウオーク

１１ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会
090-1507-6803（佐藤芳）
日 時／２月２３日(土) １３時 団体歩行
集 合／今井公園（ＪＲ外房線蘇我駅 徒歩３分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１６時３０分頃 吾妻公園（ＪＲ千葉駅 徒歩１０
分）
コース／今井公園～松ヶ丘公民館～仁戸名市民の森～
千葉市都市緑化植物園～本町公園～吾妻公園
○みどころ 午前の総会後、午後からのスタートなので、
あまり遅くならないようにします。普段歩かない松ヶ丘、仁
戸名、星久喜等の公園を歩きます。歩道が少ないコース
が多いです。
総会ウオーク

１０ ｋｍ

総会ウオーク
主
日
集

催／東総歩こう会
090‐3080‐8151（押尾）
時／２月２４日(日)
１２時
団体歩行
合／八日市場公民館（ＪＲ総武本線八日市場駅 徒
歩１０分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時２０分頃 八日市場駅（ＪＲ総武本線）
コース／八日市場公民館～匝瑳市民病院～脱走塚～国
道２９６号～センコー物流倉庫～匝瑳高～天神山公園～
八日市場駅
○みどころ ９時３０分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。
第１８９回中山のおひな祭り

１２ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会
090-8891-4439（中嶋）
日 時／２月２８日(木)
１０時
団体歩行.
集 合／天沼弁天池公園（ＪＲ総武線船橋駅 徒歩１０分)
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 小栗原蓮池公園（京成線京成中
山駅 徒歩５分、ＪＲ総武線下総中山駅 徒歩１０
分)
コース／天沼弁天池公園～夏見日
枝神社～船橋運動公園～長津川親
水公園～行田公園(昼食)～中山競
馬場～中山法華経寺～小栗原蓮池
公園
○みどころ 中山法華経寺本院の
七段飾りや参道商店街のお雛様を
じっくり鑑賞しましょう。
「中山法華経寺の七段飾り」
ウオーキング教室

「柏北部の裏道と流山の新しい道」
主 催／北総歩こう会
090-2405-8353（遠藤）
日 時／２月２４日（日） ９時
団体歩行
集 合／柏西口第一公園（ＪＲ常磐線柏駅西口 徒歩８
分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１時４５分頃 初石公民館（東武野田線初石駅
徒歩５分）
コース／柏西口第一公園～篠籠田の森～高田近隣セン
ター～西光院～大堀川水辺公園～流山おおたかの森駅
前～初石公民館
○みどころ 柏北部の余り歩いた事の無い平坦な裏道
を歩きます。その後流山市に入ると新しい道を歩いて総会
会場の初石公民館まで歩く１０ｋｍのコースです。午前中
でウオークは終わります。
会員のかたは、１３時から「２０１９年度定期総会」を開催い
たしますので是非ご出席下さ
い。

１０ ｋｍ

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
2月9日(土)

受
付

場所
時間
解散

（JR我孫子駅 徒歩１０分）
９時～９時３０分

090-8840-6709

１３時頃（昼食前に解散となります）
船橋市 天沼弁天池公園

2月23日(土)

受
付

場所
時間
解散

（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）
千葉市 海浜幕張駅南口

2月9日(土)

受
付

場所
時間
解散

（JR海浜幕張駅南口 徒歩１分）
９時～９時３０分

080-3492-1041

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：☎０４３-３０９-５６０６・ ＮＰＯ法人千葉県ウオーキング協会

ＣＷＡニュース
２０１９．１

３

CWA 設立４０周年記念式典・祝賀会 報告
開催日／平成３０年１２月８日(土) １２時～
場所／ホテルグリーンタワー幕張 ３Ｆメイフェア
出席者数／９３名（式典のみ出席２名）

「感謝状贈呈者の皆様」
好天に恵まれた佳き日、担当役員は午前１０時に集合し、
準備万端整い、受付を開始。JWA 畑会長はじめ、首都圏
の都県会長、加盟団体の代表者、ご来賓の皆様が続々お
見えになり、記念ウオークからの参加者も到着し、１２時に
式典を開始しました。
古宮会長の挨拶、JWA 畑会長、KKB･KKML 髙田会長
のご祝辞の後、永年 CWA の発展・ウオーキング活動にご
尽力された１６名の方に会長より感謝状が贈られました。こ
の日を待ち望んでいながら７月に逝去された片山前会長
にも奥様の壽子さんに手渡されました。
第２代会長の宇佐見正様のご発声による乾杯で祝賀会
が始まりました。この乾杯には、ホテルの林社長からシャン
パンをいただき、お礼申し上げます。
アトラクションが始まり、草笛演奏では皆で「故郷」を歌い、
「かっぽれ・南京玉すだれ」の妙技、６人によるお馴染みの
「相撲甚句」と続いた後カラオケで、加盟団体代表者が自
慢の歌を披露しました。片山前会長の思いのある「百万本
のバラ」を女性全員で歌唱し、最後に私たちウォーカー世
代誰でも知っている「高校三年生」で祝賀会を終えました。
そして、これも片山会長がこの日のために用意してくれた
記念品(傘)を手に散会となりました。ご出席された皆様、お
世話いただいたホテルの皆様、役員の皆様、ありがとうご
ざいました。４５年、５０年に向けて、今後ともご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。
CWA 設立４０周年記念準備委員会 中村建策
第５回佐倉カルチャーウオーク報告
１１月２３日（金・祝） 晴 距離 13ｋｍ 参加者 135 名
当日は快晴、風もなく絶好のウオーキング日和になりま
した。今年は団体歩行になり、集合場所も駅から近い内郷
公園といたしました。コースも大幅に変更し林道やあまり人
の歩かないような路といたしました。多くの方から良いコー
スだったと評価をいただき担当といたしましても嬉しかった
４

CWA ニュース
２０１９．１

です。反面坂が多くキツいなどの声もいただきました。佐倉
という土地柄坂道
が多いのは了解し
ていただきたいと思
いますが、全員ハ
ーハー言いながら
も完歩しまして、皆
様 の 健 脚 に 乾
杯！！といった感
じです。
スタートしてまも
なく岩名運動公園近くで駅伝を行なっており、ランナーの
邪魔にならないよう右一列歩行、また道路横断については
誘導員の指示に従うように指示させていただきましたが、
マナーを守っていただき有り難うございます。ランナーにも
声かけしていただき感謝申し上げます。途中から山道に入
りまして高座木の石仏道を通過、林の中の熊が出るような
細い路（熊はいないですが・・）を歩きましてチルチルミチ
ルみたいとお姉様達が喜んでいました。その後草笛の丘、
印旛沼サンセットヒルズを経由しふるさと広場にて昼食、飯
野観音では急な上り坂でバテバテ気味、登り切ったところ
で呼吸を整えるために小休止を取りました。何よりも明るく
楽しんで苦難を乗り越えていただきました。その後岩名運
動公園からゴールの内郷公園に至りました。
担当 山本利美
CWA40 周年記念ウオーク報告
１２月８日（日） 曇り 距離 10ｋｍ 参加者８６名
新検見川公園に８時４０分集合、平野副会長の４０周年
の挨拶の後出発し検見川神社の脇の遊歩道を通り、真砂
中央公園と美浜
保健福祉センタ
ーでのトイレ休憩
の後,幕張海浜公
園に 11 時半ごろ
到着した。式典不
参加者と会員以
外の方は解散し、
参加者は式典及
びパ－テイ会場に案内した。
なお当日は、CWA４０周年記念ウオ-クのテレビ取材とし
て J；COM（千葉・ケーブルテレビ）のカメラが入り、CWA の
活動の目的・県内でウオーキングイベントが年間何回行わ
れているか・特に高齢化社会に向かい、健康寿命延伸を
如何にするかなど質問があり、平野副会長がインタビュー
に対応した。テレビ放映は 11 日に放映された。
リーダー 粟飯原隆夫
Ｃリーグ台紙の配布
12 月より新しい C リーグの台紙を配布致しております。
まだ未入手の方は CWA 関係団体の例会時に役員より入
手願います

