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新春初詣ウオーク

毎月 1 日発行

５／10 Ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／ＣＷＡ
☎043-309-5606
主 管／東総歩こう会
080-5403-2042（海宝）
日 時／１月６日（水） １０時～１０時２０分
集 合／銚子駅イベント広場（改札左側）
5／10ｋｍ共受付順出発です。
参加費／一律３００円
解 散／５ｋｍウオッセ21 １１時～12時（銚子駅行きバス有）
１０ｋｍ河岸公園（JR銚子駅徒歩10分） １２時～１４
時３０分
コース／銚子駅イベント広場～飯沼観音～川口神社～
千人塚～岩石公園～ウオッセ21（5ｋｍゴール）～大型船水揚
場～近海マグロ水揚場～河岸公園（10ｋｍゴール）
○みどころ 新春を銚子で迎えましょう。圓福寺（飯沼観音）
は坂東三十三カ所観音霊場の二十七番札所です。弘仁年間
（810～824）に東国を巡っていた弘法大師が開眼したと伝え
られている名刹です。ウオッセ 21 では水産物即売センターで
の買い物や海鮮の食事は如何でしょうか？ 後半は利根川
に沿ってつくられた漁港と大小の漁船を眺めながらのウオー
クとなります。お待ちしております。

圓福寺（飯沼観音） 銚子大仏

編集責任者 山本 利美

１２月末までの行事はコロナ感染対策の為、行事参加者は
ＣＷＡ及び加盟団体の会員様に限定させていただいてお
りましたが、１月より一般の方も参加いただけるようになりま
した。ご参加お待ちしております。尚、高熱等体調の悪い
方は安全のため参加はご遠慮願います
第２０回忠敬江戸入りフォーデーウオーク
《Cリーグ》４日間のうち２日参加で押印 (IVV提示)
《５００選》 千葉―０４(２１日)、千葉―０１(２３日)
主 催／ＣＷＡ ☎043-309-5606（当日は下表参照）
開催日／１月２１日（木）～２４日（日）
受付後順次スタート 自由歩行
参加費／１日３００円
完歩証／1日ごとに完歩証を進呈、全４日間完歩された方に
は完全完歩賞を贈呈します(４日分のIVVシールを
ご提示ください)。
※ ４日間通し券はありません。CWA加盟団体例会参
加票に必要事項を記入して提出してください
※ 今回はロングコースはありません。

ゴール
期 日
集合場所
受付時間
（解散場所）
距 離
080-5689-3479 （小早志）
１日目 （主管） 東総歩こう会
佐原駅前
１/21(木) 佐原・諏訪公園 ９時30分
～10時30分
JR佐原駅 ５分
13時30分まで
１０㎞
080-3156-7482 （田口）
２日目 （主管） NPO法人ちば歩こう会
１/22(金) JR成田駅参道口広場 9時30分 成田山新勝寺総門前
JR成田駅１分･京成
(JR･京成成田駅12分)
～10時
１０㎞ 成田駅３分
13時まで
090-7191-1863 （染谷）
３日目 （主管） 北総歩こう会
8㎞ 北柏橋(JR北柏駅
１/23(土)
手賀沼公園
9時～
5分） 12時まで
８㎞/１３㎞ JR我孫子駅南口10分 9時30分 13㎞ 東武線豊四季
駅前 13時30分まで
080-3402-8093
(佐々木)
４日目 （主管） いちかわ歩こう会
白妙公園（東西線妙典
１/24(日) 行徳駅前公園 9時～
１2㎞ 東西線行徳駅5分 9時30分 駅1分） 14時まで
ＣＷＡニュース
２０２０．１２

１

元日の水戸街道ひたすらウオーク

３３ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１月１日(金祝) ８時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／日本橋（橋付近） （ＪＲ山手線東京駅日本橋口
徒歩５分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１７時まで 柏駅南口改札前広場（ＪＲ常磐線）
○その他 ゴールが変わりましたので御注意ください
柴又七福神「寅さん」初詣

１２ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／いちかわ歩こう会
090-4559-0717（武部)
日 時／１月４日（月） ９時３０分～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／市川関所跡（京成線国府台駅 徒歩３分)
参加費／いち歩２００円 ・その他３００円
解 散／１２時４５分まで とまり木児童遊園（京成線柴又
駅 徒歩１０分）
コース／国府台駅～小岩菖蒲園～江戸川堤防～医王寺
（恵比寿天）～宝生寺（大黒天）～鎌倉公園～観蔵寺（寿
老人）～良寛寺（布袋尊）～真勝院（弁財天）～万福寺（福
禄寿）「ゴール受付」～題経寺（毘沙門天）～京成柴又駅
〇みどころ 新年の歩き始めは恒例の「柴又七福神」で
す。新しい年、令和３年も健康でウオーキングを楽しめるよ
う祈願して廻りましょう。新型コロナ禍が収まらない中、各
自「感染防止」に充分ご配慮の上ご参加願います。
流山七福神巡り⑤

８ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
04-7133-1589(平野)
日 時／１月５日（火）９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／流山おおたかの森駅南口公園(東武野田線・ＴＸ
線 流山おおたかの森駅南口 徒歩２分)
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１１時～１２時まで 西初石ふれあいの森・初石
公民館横(東武野田線初石駅 徒歩５分)
コース／流山おおたかの森駅南口公園～市野谷水鳥の
池～市野谷の森～茂侶神社～花輪城址公園～西栄寺
(福禄寿)～西初石ふれあいの森
〇みどころ 七福神が流山市全域に広がっているため、
２０１７年から５年がかりの七福神巡り最終回です。
初詣ウオーク

１１ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会
090-7413-5014（中村）
日 時／１月９日(土) ９時～９時４５分 自由歩行
受 付／新検見川公園(ＪＲ総武線新検見川駅 徒歩３分)
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１時３０分～１３時３０分まで 通町公園（ＪＲ千葉
駅 徒歩１２分）
２

CWA ニュース
２０２０．１２

コース／新検見川公園～検見川神社～遊歩道～稲毛浅
間神社～登渡神社～新宿公園プロムナード～千葉神社・
通町公園
○みどころ 千葉市内の代表的な神社を巡ります
新春の船橋の神社巡り☎ 090-7703-3782
10 ｋｍ
催／船橋歩こう会
090-7703-3782
催／船橋歩こう会
時／１月１０日(日) ９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
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／１３時３０分まで 樫の木児童公園（新京成線
薬園台駅 徒歩１分)
コース／天沼弁天池公園～船橋大神宮～日枝神社～
八坂神社～御嶽神社～樫の木公園
○みどころ 船橋中央部の多くの神社を巡ります
主
主
日

松戸で新春初詣ウオーク

６ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１月１１日(月祝)、９時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／松戸駅西口広場（ＪＲ常磐線松戸駅改札口を右
に 徒歩１分
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１３時３０分頃まで 下矢切バス停で
○その他 １．天気の場合、お昼の用意をお願いします
２．矢切の渡し付近で一次解散あり
東葛の中世城郭(市川編) PartⅣ

１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
090-7722-0821(渡邊)
主 催／北総歩こう会
日 時／１月１３日（水）９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／アイ・リンクタウン３階広場（ＪＲ総武線市川駅南口
徒歩 2 分)
参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・
その他３００円
解 散／１０時～１２時３０分まで 市川大野駅（ＪＲ武蔵野
線）
コース／アイ・リンクタウン～真間山弘法寺(市川城跡)～
経王寺(国分城・館跡)～長谷山安国寺(曽谷城跡)～曽谷
三差路～市川大野駅～市川第五中学校(大野城跡)～市
川大野駅
〇みどころ 第四弾は、市川の城郭跡を巡ります。お馴
染みの国府台城跡(里見公園)は、距離の都合上割愛させ
ていただきました。真間山弘法寺(市川城跡)から東側、市
川第五中学校(大野城跡)までを巡り
ます。どの城跡も高台にあり、空気
が澄んでいるので市川方面・本八幡
方面が一望のもとにご覧になれま
す。

市川七福神めぐり

９／１７ ｋｍ

090-2737‐9860(川田)
催／いちかわ歩こう会
時／１月１６日（土） ９時～９時３０分
受付後順次スタート
自由歩行
集 合／アイ・リンクタウン３F 広場（ＪＲ総武線市川駅南口
徒歩１分）
参加費／いち歩２００円 ・その他３００円
解 散／９Km：１１時～１３時まで 本将寺（ＪＲ武蔵野線
市川大野駅 徒歩１０分）
１７Km：１２時～１４時３０分まで 安養寺（メトロ東
西線原木中山駅 徒歩８分）
コース／アイ・リンクタウン～手児奈霊神堂～国分寺～曽
谷公民館～所願寺～本将寺（９Km ゴール）～大柏川第一
調節池緑地～妙正寺～奥の院～信篤公民館～安養寺
〇みどころ 本年度はコースの見直しを行いました。個
性豊かな七人の神様から「福」を授かる、ご利益いっぱい
の七福神めぐりです。今年はどんな「福」が授かるのでしょ
うか。地図を片手にマイペースでお楽しみください。

主
日

松戸の富士塚

第２０５回 「新勝寺参拝ウオーク」

１１ｋｍ

080-3156-7482（田口）
主 催／ちば歩こう会
日 時／１月２８日(木) ９時～９時３０分 自由歩行
集 合／成田駅西口広場（ＪＲ成田線成田駅 徒歩２分)
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１１時～１３時まで 成田山新勝寺総門前（ＪＲ成
田線成田駅 徒歩１０分)
コース／成田駅西口広場～ボンベルタ～吾妻小学校～
宝徳寺観音堂～外小代公園～神宮寺公園～後谷津公園
～幸町～成田小学校～参道～新勝寺総門前
○みどころ 成田ニュータウンの緑道を歩き外小代公園
で印旛沼の冬景色を堪能してください。また、成田の旧市
街地を歩いて新勝寺総門前まで参道を進みます。ゴール
後新勝寺に参拝してください。

７ ｋｍ～

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１月１７日(日)
９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／松戸西口公園（ＪＲ総武線・新京成線松戸駅 徒
歩３分）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１４時まで 松戸西口公園
コース／松戸西口公園～松戸神社～浅間神社～胡録神
社～金山神社～西口公園
〇みどころ 新春に、おめでたい富士塚のある松戸周辺
の４つの神社を巡ります。この例会は時間の許す限り何周
でもどうぞ。歩いた距離を認定します。但し IVV の回数は
何周しようとも１回です。
印西の４福神めぐり

１１ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１月２０日(水)、９時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／木下駅北口広場（ＪＲ成田線（我孫子～成田間）
参加費／東葛会員は無料、その他は一律３００円
解 散／１４時頃まで 木下駅改札前

「印西７福神 巌島神社の弁財天」

「成田ニュータウンの緑道」
利根運河とコウノトリ

１０ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-2405-8353(遠藤)
日 時／１月３１日（日）９時～９時３０分受付
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／運河駅東口ファミリーマート横（東武野田線運河
駅東口 徒歩１分)
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１時～１３時３０分まで 運河駅東口ファミリーマ
ート横
コース／運河駅東口～東京理科大学入口～国道１６号
をくぐる～こうのとりの里～梅郷１１号公園～野田さくら霊
園～東京理科大学グランド脇～東京理科大学入口～運
河駅東口
〇みどころ ㊟１：自由歩行なので受付時間９時～９時３
０分受付後順次スタートとなります。早くお見えになっても
受付はできません。風光豊かな利根運河を歩き、こうのとり
の里でコウノトリが見られます。㊟２：１２時～１３時までコロ
ナ対策で消毒のため休館となります。途中コンビニがあり
ませんので昼食を途中で食べる方は事前に購入の上ご参
加ください。
ＣＷＡニュース
２０２０．１２

３

南房総フラワーマーチが中止になりました
令和３年２月２０日（土）、２１日（日）に開催を予定してお
りました第３１回南房総フラワーマーチにつきましては、開
催を「中止」することといたしました。
新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、参加者及び大
会に関わる全ての皆様の健康と安全を第一に考え、今年
度の大会開催は困難であると判断いたしました。

C リーグ対象行事・２０２０～２１年
２０２０年ポイントカード２ヶ所にシールを貼って下さい
１月以降の行事実施方針について
CWA 及び加盟団体の行事については、９月の再開以
降、参加対象者を CWA 会員・加盟団体会員のみとし、ま
た千葉県内での開催として実施してきましたが、１月からは
会員以外の一般の方の参加も認めることとし、開催地も千
葉県外で実施することが可能になりました。
引き続き自由歩行で行うことに変わりはありません。３密
にならないように留意し、ソーシャルディスタンスを保って
歩いていただきますようお願いします。
この進め方は当面３月までとし、４月以降については、
改めてお知らせいたします。
なのはな賞交換期間延長のお知らせ

「また会える日を待ってまーす」
この新型コロナウイルス感染症の終息を祈念しつつ、次
回大会開催に向けて更に良い大会になるよう準備を進め
てまいります。
来年度Ｃリーグの取り扱いについて
２０２０年 C リーグ行事はコロナウイルス感染拡大防止の
ため３月２日以降全行事中止となりました。その為本年９月
以降今年一杯行事での C リーグ押印はありません。
来年の C リーグは２０２０年と２０２１年合わせて行なう事と
致します。２０２０年 C リーグポイントカードに押印がある方
は２０２１年の該当行事に参加したことといたします。C リー
グポイントカードは捨てずにお持ちください。失くされた方
は参加ＩＶＶを御提示いただければ再発行させていただき
ます。2021 年 C リーグ対象行事のシールを作成いたしまし
たので、１月からの C リーグ対象行事の捺印時にお渡し
致します 2020 年のポイントカードに貼ってご使用願いま
す。下記写真参照

なのはな賞交換は２０２０年末までの予定でしたが、２０２
１年６月３０日（水）まで延長することになりました。それ以降
は使用できなくなりますのでご注意ください。
なのはな賞２枚と交換でその場で記念品（商品券）と交
換致します。余った１枚のなのはな賞は、交換でお手持ち
の CWA パスポートに一般１５ポイント・CWA 会員は８ポイ
ント換算で押印致します。
CWA パスポートは、一般３０回・CWA 会員は１５回達成
でその場で記念品と交換し、達成者は次の CWA ニュー
ス・ホームページ等で告知します。
CWA パスポート達成者
おめでとうございます
１０月１１日開催された千葉県レクレーション W で下記の方
が達成しました。
伊藤隆之様（CWA） 宮澤伸一様（CWA）
能間英作様（CWA） 渋田清利様（ちば歩）
ウオーキング教室について
コロナウィルス感染対策の為、２０２１年３月までは、ウオ
ーキング教室は中止と致します。
尚、４月からは再開する予定です。日程等決まりましたら
CWA ニュース・ホームページにてお知らせいたします。
よろしくお願い致します。
２０２１年 ＣＷＡ/加盟団体行事計画表作成いた
しました。ＣＷＡニュース１２月号とともに配布いたし
ます。 来年のウオーキング計画の参考にしていた
だければ幸いです。

CWA 事務所「年末年始休み」のお知らせ
１２月２６日（土）～１月４日（月）まで CWA 事務所は
年末年始のお休みをさせていただきます。
業務開始は１月５日（火）からとなります。
４

CWA ニュース
２０２０．１２

