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千葉県協会及び加盟団体会員 各位
更なる外出自粛継続への協力について（お願い）
本年４月２２日開催予定であった「第２回理事会」は３密を避
けるため中止となりました。 このためメールによる会議にて、
「８月末まですべての活動を休止する」を提案させていただい
た結果、理事会の賛同が得られたことを御報告致します。 従
って、各加盟団体に於いても同様とし、引き続き開催の中止
継続への御理解と御協力をお願い致しました。
会員の皆様にはストレスの続く毎日をお過ごしのことと存じま
す。
この度の「緊急事態宣言」により、速やかに感染の終息・安全
宣言へと繋がるものではないことは、皆様にも御理解いただ
けるものと思います。
会員の皆様方の「安全」を第一と考え、判断を下しました。
今後は、本県ならびに東京都に於ける終息の兆しと、何らか
の安全宣言発出を受けた後に、隣接する都県協会との協議
により、千葉県協会としての再開日を決めることと致します。
この様な状況が何時まで続くか、現時点ではまったく判りま
せん。今年の残りすべてが「中止・継続」に至る能性も、考え
られる状況にあります。県内会員並びにウオーキングを楽し
まれている多くの皆様には、大変厳しい状況に置かれることと
はなりますが、大勢の人が集まることで感染へのリスクが続く
恐れのあることを充分御理解いただき、引き続き外出を控える
行動をお願いさせていただきます。
何時の日か、皆様と一緒にウオーキングを楽しむ日が早く訪
れることを願っております。
千葉県ウオーキング協会会長 古宮 誠
第１５回通常総会議案書の訂正

編集責任者 山本 利美

回ウオーキング指導員認定講習会中止
【第第
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回ウオーキング指導員認定講習会中止】
コロナウイルス蔓延に伴い５月２４日開催予定の第３３回
ウオーキング指導員講習会は中止とさせて頂きます。
次回第３４回にご参加頂きます様お待ち致します。
次回開催は、今年 9 月以降に実施予定です。
詳細はホームページ・CWA ニュースをご覧ください
ウオーキング教室中止のお知らせ
直近のコロナウィルスの国内感染拡大状況とＪＷＡからの
イベント自粛要請に伴い、ウオーキング教室は 8 月末まで中
止といたしました。9 月教室は県内３箇所（手賀沼、幕張、
船橋）で開催の予定ですが、コロナウイルスの感染状況によ
り判断致します。
、電話にて確認後ご参加下さい。

第１５回ＣＷＡ総会ウオーク報告

１０ｋｍ

3 月２２日(日) 晴れ 距離１0／７㎞ 参加者６２名

新型コロナウィルス感染問題で開催が危ぶまれる状態でし
たが、団体歩行から受付順スタートの自由歩行という形に変
更して実施致しました。距離も 7ｋｍのゴールも追加して長い
散歩というイメージでリスクを減らしてウオークを楽しんでいた
だきたいと思い実施致しました。担当と致しましては何事もな
く終了致しましてホットいたしました。参加者の方からは風が
強かった（全コース向い風）けれど久しぶりに歩いて楽しかっ
たというお言葉も頂きましてとても嬉しかったです。コロナウイ
ルス感染問題はまだ続きそうですが、人混みを避けてイヤー
ラウンド等も活用いただいてウオーキングを楽しんでいただき
たいと思います。早く皆様と談話しながら歩けることを祈念し
て報告と致します。
担当
山本利美

通常総会議案書に誤りがありました。
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◎18 頁の C リーグ達成者に漏れていた方がおられました。、
お詫びして追加させていただきます。
（３回目達成者） 合田昌子 斎藤啓子 島田キエ
武部信二 能間英作
（２回目達成者） 櫻井泰夫 達 育子 廣石眞一

受付順スタート風景
ＣＷＡニュース
２０２０．６・７

１

《ただいま、コロナウイルス感染防止のため
事務所に誰も常駐しておりません》
ただ週に 1～2 回程度誰かが事務所に出向き、郵便物の
処理、留守電や FAX 等の対応を行なっております。
お急ぎの要件のある場合は、メールいただくか事務所
担当の伊藤の携帯（090-2318-5361）にお電話いただく
ようお願い致します。
CWA＆加盟団体 イヤーラウンド案内
コロナウイルス感染症の蔓延に伴いウオーキング関係
行事が中止になっておりますが、人混みを避けてウオ
ーキングを行なうことは大切です。
日本市民スポーツ連盟（ＪＶＡ）の認定を受けた、通年歩
くことができる「イヤーラウンド・コース」を県内各地にオー
プンし、ウオーキングの普及をはかると共に、ウオーカー
の便宜をはかっています。人混みを避けてお近くのコース
を出来れば１人で、お友達と歩くときは距離を空けておし
ゃべりを控えてウオーキングすることを推奨いたします。
受付にて参加費を支払い、参加カードに記入し、コース
地図を受けとって下さい。歩いた後、当該カードを提出し、
IVV を受け取って下さい。
時節柄、基地が休業している場合も有りますので、事前
に確認のうえお出かけ下さい。

お知らせ：コロナウイルスの感染拡大に伴いＣＷＡ
及び加盟団体の７・８月行事は中止と致します
中止行事の一欄
7/1 日(水)

ぶら散・取手でほろ酔い

東葛クラブ

4 日(土)

★浜辺を歩こう

ＣＷＡ

5 日(日)

早朝 W

ちば歩

9 日(木)

★浅草のほおずき市

北総歩

11 日(土)

WS(手賀沼) ＣＷＡ
健康ウオーク

東葛クラブ

12 日(日)

★寅さんと矢切の渡し

いちかわ歩

18 日(土)

★なぎさウオーク 飯岡

東総歩

19 日(日)

日本の道百選(五香）

北総歩

23 日(木)

ラジオ体操ウオークⅠ

船歩

25 日(土)

WS(幕張・船橋) ＣＷＡ

29 日(水)

夏だ！ビールで乾杯

東葛クラブ

8/1 日(土)

ミニナイト松戸の花火

北総歩

7 日(金)

夕涼みウオーク

東葛クラブ

8 日(土)
22 日(土)

WS(手賀沼) ＣＷＡ
WS(幕張) ＣＷＡ
ラジオ体操ウオークⅡ

船歩

23 日(日)

大町「梨街道」を歩く

いちかわ歩

27 日(木)

早朝 W・稲穂風景

ちば歩

29 日(土)

千葉県内イヤーラウンドのご案内
通年歩くことができる「イヤーラウンド」が日本スポーツ連盟
（JWA)の認定を受け、県内 5 ヶ所でオープンしています。
下記表の他にスポーツオーソリティ成田店が有ります。詳
細は℡０４７６－２３－８８１１にお問い合わせください。

ＣＷＡ
千葉そごう

基地

受付

コース

参加費

問合せ

千葉そごう３Ｆシューズ
売場
サービスカウンター
年内無休
10時～15時
ゴール 17時まで

6・10・13・16・17・20Ｋｍ
（6コース）

２００円
（一般参加者は別途[任意]
保険料６０円要）
ＣＷＡ事務局
☎043-309-5606

２００円
（一般参加者は別途[任意]
保険料６０円要）
ちば歩 事務局
070-5027-4361

CWA ニュース
２０２０．６・７

ぶら散・オニバス観賞へ

東葛クラブ

WS はウオーキング教室です
★C リーグ対称行事

北総歩
スポーツオーソリティ
松戸店
スポーツオーソリティ
松戸店

年内無休
年内無休
10時30分～19時30分（平日） 10時～17時
ゴール 17時まで

11・15・16・23Ｋｍ
（4コース）

火～金 13：00～16：30

２

ちば歩
（株）ときわスポーツ
千葉
ときわスポーツ千葉店
１F サービスカウンター

30 日(日)

WS(船橋) ＣＷＡ

いちかわ歩
コルトンプラザ
市川コルトンプラザ
イースト館３F

年内無休
但し不定期に1～3回休業
10時～14時
ゴール 19時まで
6・10・11・12・14
11・14・17・18・25
16・18・23・34Ｋｍ
32・42.195Ｋｍ
（9コース）
（7コース）
２００円
２００円
（一般参加者は別途[任意] （一般参加者は別途[任意]
保険料６０円要）
保険料６０円要）
北総歩（石原）
スポーツワールド
☎047-368-3958
☎047-314-0505
いち歩（太田）
090-9203-0025

