発行 NPO 法人千葉県ウオーキング協会

通算第２１９号

2019 年 7 月号
２０１９年ウオーク祈念碑式典に参列
５月２６日、比叡山延暦寺峰道広場にて、ウオーキング運
動の発展にご尽力 された先達の方々に感謝を捧げＪＷＡ
の副会長でもあり千葉県協会会長でもあった片山篤氏等４
名の方々の刻銘が成され、その除幕式に参列させていただ
きました。 祈念碑正面左下に残った、最後の場所に刻まれ
たお名前となりました。 比叡山にお出掛けの折り、峰道バス
停広場にあって伝教大師尊像隣りに碑が ありますので、ぜ
ひお立ち寄りください。
会長 古宮 誠
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で６％の発症を減らす数値目標を掲げました。すなわち年に
１％の発症を抑えるということです。
現在すでに日本では 100 万人以上の方が認知症と診断さ
れています。高齢化の進展に伴い、さらにその患者数が増
加することは間違いありません。
何歳になっても健康的な生活を営むためには、若い頃か
らの認知症対策が必須と言えます。誰でも実践できる簡単な
認知症対策として、ウォーキングが挙げられます。
からウォーキングを行っている人と全く運動しない人の認知
症発症率を比較したところ、後者の方がおよそ 2 倍も認知症
にかかりやすいことが判明しています。
ウォーキングが認知症予防に効くメカニズムははっきりとは
解明されていませんが、
・有酸素運動によって全身の血流が良くなり、前頭葉や海馬
への血液量が増加し脳の働きが改善する。
・肉体が適度な刺激を知覚することで脳の神経細胞が活性
化する。
・運動習慣によってアルツハイマーの原因であるアミロイドβ
タンパクが減少する。

「ウオーク祈念碑と CWA 片山前会長刻銘（拡大）
」

ウオーキング基礎講座Ⅵ
《 認知症とウオーキング 前編 》
専任講師・健康ウオーキング指導士 平野 潤
私たちの体の機能は加齢に伴い徐々に低下していきます。
筋力はもちろんのこと、脳の働きの衰えも顕著になっていき
ます。
アルツハイマーに代表される認知症は、高齢者を脅かす
最大の障害と言っても過言ではありません。
記憶力の低下、知覚能力の低減、言葉をうまく話せなくなっ
たり幻覚にさいなまれるようになったりするため、自立した生
活が著しく困難になってしまいます。この度、厚労省は６年間

などの作用が要因ではないかと推測されています。考え事を
する時に歩き回ると良いという教えがありますが、これはあな
がち迷信とも言い切れないわけです。
認知症対策としてウォーキングを行う際は、肉体に負荷をか
けるだけでなく、脳にたくさんの刺激を与えることを意識しま
しょう。
〈後編は次号掲載〉
ＣＷＡニュース
２０１９．７

１

ミニナイト・手賀沼の花火

１０ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-6654-2253（軍地）
日 時／８月３日(土) １６時３０分
団体歩行
集 合／稲荷谷公園（東武野田線増尾駅 徒歩３分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１９時４０分頃 柏ふるさと大橋高架下（ＪＲ常磐線
柏駅 徒歩２５分、または北柏駅 徒歩１５分まで
ご案内します）
コース／稲荷谷公園～廣幡八幡宮～増尾城址公園～ヒ
ドリ橋(ここより自由歩行)～北千葉導水ビジターセンター～
柏ふるさと大橋高架下
○みどころ 東日本大地震の影響で一時中断するも、３
年後には「柏・我孫子花火大会ｉｎ手賀沼」として復活、市
民の間に夜空の華として定着している。県内最大級となる
１万３,５００発が打ち上げられる。

夕涼み？風土記の丘散策ウオーク １０／１９ ｋｍ
主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／８月１０日(土) ８時～８時３０分 自由歩行
集 合／１０kｍ：下総松崎駅（ＪＲ成田線）
１９ｋｍ：成田駅西口広場（ＪＲ成田線）
参加費／ＣＷＡ加盟団体会員無料 ・その他３００円
解 散／１６時まで 下総松崎駅
○その他 １９ｋｍは日陰の少ないコースになります。
風土記の丘の散策をお楽しみください。

「房総 風土記の丘」
ラジオ体操ウオークⅡ

１１ ｋｍ

～真夏の緑陰を求めて～

「増尾城址公園内の増尾湧水」

ちば文化資産の「手賀沼花火大会」
２

CWA ニュース
２０１９．７

主 催／船橋歩こう会
090-7703-3782
日 時／８月１８日(日)
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
武アーバンパークライン鎌ケ谷駅 徒歩３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３児童遊園
○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。

「船橋運動公園」

第１９４回 秋津・香澄公園の緑道を歩く

暑気払いウオーク

１１ ｋｍ

《500 選 千葉 12-5》
主 催／ちば歩こう会
070-5577-2282（丹羽）
日 時／８月２２日(木) ８時
団体歩行
集 合／昆陽神社（ＪＲ総武線幕張駅・京成千葉線京成
幕張駅 徒歩５分）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１１時３０分頃 津田沼公園（ＪＲ総武線津田沼駅
徒歩５分）
コース／昆陽神社～香澄緑道～香澄公園～秋津公園
～谷津干潟公園～谷津公園～津田沼公園
○みどころ ＪＲ京葉線沿いの緑地、公園を結んで谷津
干潟に向かいます。谷津干潟でシギ・チドリなどの夏鳥を
眺めた後、ゴールの津田沼駅に向かいます。

５／１０ ｋｍ

主
日
集

催／東総歩こう会
090-4413-8716（高野）
時／８月２５日(日) ８時３０分
団体歩行
合／旭市飯岡・食彩の宿飯岡潮騒ホテル駐車場（ＪＲ
バス利用 旭駅発 7：29 8：04 飯岡駅行き
食彩の宿いいおか入口下車 徒歩１０分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 食彩の宿飯岡潮騒ホテル駐車場
コース／食彩の宿飯岡潮騒ホテル駐車場～いいおかみ
なと公園～飯岡漁港（５ｋｍコースはここで折り返し）～飯
岡灯台～飯岡漁港～いいおかみなと公園～食彩の宿飯
岡潮騒ホテル駐車場
○みどころ ３.１１の津波被害の後、堤防、歩道などが修
復されてきれいになりました。街並みは所々空き地が有り
被害が堪大だった事を伺わせます。砂浜などは堤防が高
くなり見えませんが、歩行の時には砂浜に降ります。公園
も週末には、キャンピングカーなど沢山集結します。漁港
ではシーズンによりカニ、ハゼ、イセエビなど釣れます。最
後に飯岡灯台に寄りますが県下でナンバーワンの景色だ
と思います。西に太平洋と九十九里海岸線と旭の街並み、
北には風力発電群があり迫力満点です。

「谷津干潟」
市川の梨街道を歩く

1３ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／いちかわ歩こう会
090-9203-0025 (太田)
日 時／８月２４日（土）
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／いちかわ歩 ２００円 ・その他３００円
解 散／１２時頃 みかど公園（ＪＲ武蔵野線市川大野駅）
コース／みかど公園～ＪＲ東松戸駅前～ゆいの花公園～
梨畑観賞～氷川神社～大町梨街道～大町自然公園～駒
形大神社～みかど公園）
〇みどころ 市川市大町地区は市川梨の主要生産地で、
この時期が収穫の最盛期です。生産高は市川市が千葉
県で一番だそうです。また、「ゆいの花公園」は良く手入れ
が行きとどいた庭園で四季を通じて楽しめます。「大町自
然公園」は植物園、動物園、アスレチックなどの施設があり、
また、もみじ山（紅葉の時期のみ解放）、谷津の湿地帯を
巡る遊歩道などが整備されており、ここも四季を通じてウオ
ーキングを楽しめます。ゴール後は、地元梨農家のご厚意
で食べ放題の「おもてなし」が待っていますので、どうぞお
楽しみにしてご参加下さい。

「飯岡漁港 全景」

2 0 1 8 年 認 定 “恋 す る 灯 台 ” 「 飯 岡 灯 台 」
ＣＷＡニュース
２０１９．７

３

今回の会場は、新しく生まれ変わった両総用水や房総
用水路を学び、途中の分水口、揚水機場の見学、豊かな
自然の中でのウオーキングを楽しむコースです。
出発会場は、ＪＲ本納駅前のＪＡ本納支所、ＣＷＡ古宮会長
茂原市長(代理豊田副市長) の挨拶と激励の言葉を頂き
準備体操の後、無事９時３０分にスタ－トした。
最初の両総用水路『本納南分水口』にて案内放送と見
学、小中池公園を経由し、昼食会場の『水資源機構に１２
時頃到着した。

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）
船橋市 天沼弁天池公園
8月3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）
我孫子市 手賀沼公園

8月10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

090-5556-2275

１３時頃（昼食前に解散となります）
千葉市 海浜幕張駅南口

8月17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 事務所「夏季休暇」のお知らせ
８月 10 日（土）～８月 19 日（月）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 20 日（火）からとなります。

「排水機場での説明」

ウォーキングとやさしい数学（下）
【ぐるり一周】
前回は直角三角形を扱いましたが、今回は円を取り上げ
てみましょう。
ウオーキングコースには、スタートとゴールが異なる場合
とスタート・ゴールが同じ場合があります。ツーデーマーチ
の場合は、同じ場合がほとんどです。そこで、そのコースが
１周４０㎞の完全な円のコースと仮定します（完全な円では
ありませんが、湖の周囲長をみると猪苗代湖５０㎞、洞爺湖
５０㎞、十和田湖４６㎞、支笏湖４０㎞です）。このコースの
１m 外側を歩いた場合、どのくらい多く歩くことになるでし
ょうか。
半径をｒ（㍍）とすると、円周の長さは
２πｒ（直径（半径×２）×円周率π）
です。
１（㍍）外の円周の長さは、２π（ｒ+１）
ですから、その差は、
２π（ｒ+１）－２πｒ ＝ ２πｒ＋２π－２πｒ

ｒ

＝ ２π ≒ ２×３.１４ ＝ ６.２８（㍍）
わずか６（㍍）ほど長くなるだけで、思っていたより短いと
思われたのではないでしょうか。
上の計算から分かるように、半径の長さは関係ないので
す。１周１００m の池でも同じです。地球一周４万㎞と言わ
れますが、地球が完全な球体であるとして、地表より１（㍍）
上を測った場合（歩くことはできませんので）でも、その差
は６（㍍）余りに過ぎないのです。驚きですね。
中村 建策
第 9 回両総用水の路ウオーク報告
実施日：６月１日(土)、晴、距離：11ｋｍ、参加者：１８３名、
４

CWA ニュース
２０１９．７

「水資源の説明パネル沿いを歩く」
そこでは温かい汁物「つみれとハマグリの潮汁｣が振る
舞われ、多くの参加者がお代わりされていた。その後、揚
水機場の案内と見学で参加ウオーカーの皆様は、当該用
水路・揚水機場の役割や歴路・揚水機場の役割や歴史を
見聞されたと思います。昼食後は名所の南玉不動尊の滝
の見学、田園地帯を抜け１５時前には無事ゴールしました。
ゴール地点は、ＪＲ大網駅南にあり両総用水路を改修した
遊歩道です。
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、ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ立位、ＣＷＡ中村副会
長と大網白里市金坂市長のご挨拶、その後、参加者の皆
さんは、お土産を頂き、楽しく地元産の野菜などを買い求
められて帰路につきました。
暑い中、共催及び後援されました、両総土地改良区はじ
め関係者の皆さん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御座いました、
来年は第１０回の記念大会、お楽しみに！！
コースリーダー： 粟飯原隆夫
コース担当： 松本茂

