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緊急事態宣言延長に伴う行事中止のお知らせ
国から２月２日に「緊急事態宣言」の延長が発出されました。
これを受けて、当協会および加盟団体では、３月７日（日）ま
での行事（例会）の中止を決定いたしました。
この期間中は最寄りの駅、集合場所に案内人は配置しません。
対象となる例会行事は次のとおりです。
ぶら散

(2 / 3 東葛)

新松戸から小金を歩く

（2/ 4 いちかわ）

つくばＴＸ線沿線を歩く

（2/ 8 北総）

いつでもウオーク/南酒々井

（2/ 9 船橋）

成田空港周辺ウオーク

（2/11 東葛）

ウオーキング教室再開のお知らせ
新型コロナウィルス感染症対策のため中止しておりましたウ
オーキング教室ですが、４月より充分な対策をとって開催致し
ます。
万全の体調管理の下ご参加お願い致します。
教室は県内 2 箇所で開催します(雨天中止）

市川の三大貝塚めぐり

（2/13 いちかわ）

平日散歩/西船橋

（2/15 船橋）

じゅんさい池の梅

（2/17 北総）

フリーＷⅠ/習志野で観梅

（2/20 船橋）

総会・勝手ウオーク

（2/24 東葛）

4月3日

四街道裸祭り

（2/25 ちば）

(土）

総会ウオーク

（2/27 北総）

総会ウオーク

（2/27 ちば）

総会ウオーク

（2/28 東総）

中山のおひなまつり

（3/ 3 北総）

花観賞ウオーク（河津桜）

（3/ 6 ちば）

坂田池ウオーク

（3/ 7 東総）

※今後また期間の延長などが宣言された場合、改めてホー
ムページ等でご案内いたします。
第 16 回ＣＷＡ通常総会＆総会ウオーク ７ｋｍ
開催日／ 3 月 21 日（日）10 時～
場 所／千葉県総合スポーツセンター内スポーツ科学
センタ－第１研修室（3 階）千葉市稲毛区天台町 323
電車 ： 千葉都市モノレール線スポーツセンター駅
下車徒歩１０分
バ ス ： JR 稲毛駅より京成バス草野車庫・こてはし
団地行き スポーツセンター前下車 徒歩 7 分
議 題／ 2020 年度事業報告・決算報告
2021 年度事業計画・活動予算

編集責任者 山本 利美

2020 年度事業報告・決算報告
役員の選任について、 その他
※ 3 月上旬に総会開催案内をお送りいたします。
終了後「幹事会」を開催致します。
幹事の方はご参加お願いいたします。
※ その後、総会ウオークを行います。(自由参加)
受付時間 12：30～13：00 ７ｋｍ ゴール ＪＲ千葉駅
※ なお新型コロナウイルスの感染状況により、当日の
入場制限をさせていただく可能性があります。

受
付

場所
時間
解散

4 月 17 日
(土）

受
付

場所
時間
解散

我孫子市 手賀沼公園
（JR 我孫子駅 徒歩 10 分）
9 時～9 時３０分
13 時頃(昼食前に解散となります）
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
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）、事前申込不要です。
問い合わせ☎043-309-5606 NPO 法人千葉県ウオーキング協会
下総・江戸川ツーデーマーチ開催の件
４月１０日・１１日に開催を予定しておりました第１５回
下総・江戸川ツーデーマーチは、新型コロナウイルス感染
拡大に伴い４月の開催を見送ることといたしました。
１０月以降に状況を注視して開催の検討を進めてまいり
ます。

ＣＷＡニュース
２０２1．３

１

平日わいわいウオーク「じゅんさい池と国分寺へ」
８ ｋｍ
主 催／いちかわ歩こう会
080-9087-6331(永谷)
日 時／４月１日（木） ９時３０分
団体歩行
集 合／アイ・リンクタウン３F 広場（ＪＲ総武線市川駅南口
徒歩２分)
参加費／いちかわ歩１００円 ・その他３００円
解 散／１２時３０分頃 アイ・リンクタウン３F 広場
コース／アイ・リンクタウン～手児奈霊神堂～じゅんさい
池緑地～下総国分尼寺～下総国分寺～郭沫若記念館～
須和田公園～アイ・リンクタウン
〇みどころ アイ・リンクタウンから若葉が芽吹き、爽やか
な春風が吹くじゅんさい池へ、池を一周します。中央の池
にかぶさるように咲くソメイヨシノ、紅枝垂れはちょうど見頃
です。タイミングが良ければ「岩セミ」も歓迎してくれます。
須和田公園では弥生時代の住居跡、須和田遺跡の傍の
桜が見事です。
ミニ散歩「三郷の菜の花」

６ ｋｍ

《Ｃリーグ》
090-7703-3782
主 催／船橋歩こう会
日 時／４月２日(金)
９時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／ララシティ駅前広場（ＪＲ武蔵野線新三郷駅 徒
歩３分）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１２時まで 三郷の風ひろば（ＪＲ武蔵野線三郷
駅 徒歩５分）
コース／ララシティ駅前広場～ララシティヤマモモ公園～
早稲田公園～カトレア公園～菜の花ロード～三郷の風ひ
ろば
○みどころ 江戸川堤防の菜の花と桜並木の色の対称
を堪能ください。

参加費／ちば歩４００円 ・その他５００円
コース／３０ｋｍ：京成酒々井～双子橋～佐倉ふるさと広
場～道の駅やちよ～大和田機場、２０ｋｍ：佐倉駅北口広
場～佐倉ふるさと広場～３０ｋｍコースと合流、１０ｋｍ：新
検見川公園～花見川沿いを上流に歩く～大和田機場
○みどころ 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
に行います。
坂田の池ウオ－ク

080-5384-6557（齋藤）
催／東総歩こう会
時／４月４日（日）９時３０分～１０時３０分
団体歩行
集 合／佐原駅（ＪＲ成田線）
参加費／東総歩無料 ・その他３００円
解 散／１４時まで 佐原駅
○みどころ 両総用水から地域を育む水のみちに左右か
ら古木や若木の桜を楽しめ、鉄橋を走る電車とのコラボで
写真スポットでも有名です。

主
日

「坂田池の桜」
カタクリの里から大津川を下る

第２４回千葉の水回廊＆疏水百選印旛沼Ｗ
１０／２０／３０ ｋｍ
《500 選千葉 12-02》 《Ｃリーグ》
主 催／ちば歩こう会
080-6543-8508（遠藤）
日 時／４月３日(土)
自由歩行
集 合／解 散
解散
ｋｍ 集合
３０ 京成酒々井駅東口広場(京成本線 １２時～１６
酒々井駅徒歩 1 分）
時まで
７時４５分～８時１５分
大和田排
２０ JR 佐倉駅北口広場(ＪＲ総武本線佐 水機場
（京成本線
倉駅 徒歩１分）
京成大和
８時４５分～９時１５分
田駅 徒歩
１０ 新検見川公園(ＪＲ総武線
１３分）
新検見川駅 徒歩２分）
９時４５分～１０時１５分
２

CWA ニュース
２０２１．３

５／１０ ｋｍ

主
日

1０ ｋｍ

催／北総歩こう会
090-9837-9512（佐々木）
時／４月５日（月）９時～９時３０分受付
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／逆井駅東口階段下(東武野田線)
参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体会員２００円 ・
その他３００円
解 散／１０時３０分～１２時３０分まで 北柏駅南口階段
下（ＪＲ常磐線）
コース／逆井駅～逆井カタクリ群生地～柏市南部老人福
祉センター～権現橋～１６号線下くぐる～ヒドリ橋～北千葉
導水ビジターセンター～柏ふるさと公園～北柏橋～北柏
駅
○みどころ 春の妖精“カタクリの花”恥じらうように俯くよ
うに咲く姿から花言葉は”初恋“とか。”寂しさに耐える”と
いう健気な花言葉も。時は春！コース上には桜の樹も多く、
あでやかな花の饗宴も期待したいですね。

大島小松川公園「桜」観賞

１２ ｋｍ

主
日
集

催／いちかわ歩こう会
090-2737-9860（川田)
時／４月６日（火） ９時
団体歩行
合／荒川四ツ木橋緑地（京成押上線八広駅 徒歩５
分）
参加費／いちかわ歩会員１００円・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 南砂三公園（メトロ東西線南砂駅
徒歩３分）
コース／荒川四ツ木橋緑地～東墨田公園～旧中川水辺
公園～平井聖天（燈明寺）～平井公園～小松川千本桜～
大島小松川公園～小松川閘門～荒川土手～南砂三公園
〇みどころ 旧中川水辺公園の桜や小松川千本桜（荒
川スーパー堤防整備に合わせて植えられた南北１．９ｋｍ
に亘る約１,０００本の桜）を楽しんで下さい。また、関東三
聖天の一つ、平井聖天（燈明寺）や陽春の大島小松川公
園内も散策します。後半は春風の荒川土手を下流に進み
ます。
源義光ゆかりの大鷲神社へ

主
日

健康ウオーク 県境の自然散策

１３ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／４月１４日(水) ９時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／柴崎台中央公園（ＪＲ常磐線天王台駅駅 北口
より徒歩 ４分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分まで 我孫子ふれあい広場（ＪＲ常磐
線我孫子駅 徒歩２分）
○その他 あけぼの山農業公園での昼食がお勧めです

８ ｋｍ

☎ 04-7133-1589(平野)
主 催／北総歩こう会
日 時／４月１０日（土）９時
団体歩行
集 合／やしお駅前公園 （TX 線八潮駅 徒歩１分）
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１２時頃 やしお駅前公園(※お弁当不要)
コース／やしお駅前公園～葛西用水～大曾根八幡宮～
桑袋ビオトープ公園～大鷲神社～いちょう通り～大原緑
道～やしお駅前公園
○みどころ 八潮市は海抜２ｍ前後の平坦な土地で、農
業用水路が非常に多く存在しています。時は水ぬるむ４
月、本殿の彫刻が見事な大曾根八幡宮（埼玉県）や綾瀬
川を歩いて超えて、平安時代、源（新羅三郎）義光が奥州
の役に赴く途中、社前に戦勝祈願をしたという大鷲（おお
とり）神社（東京都足立区）に参拝しましょう。
アウトレットとまがり家

ｇ

８ ｋｍ

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／４月１１日(日) ９時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／京成酒々井駅東口 駅前広場（京成線）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１４時まで 南酒々井駅（ＪＲ総武本線）
コース／京成酒々井駅前広場～伊豆神社～酒々井アウ
トレット～酒々井まがり家～南酒々井駅
○みどころ 酒々
井のプレミアムアウ
トレットでは買い物
を、まがり家のある
酒蔵飯沼本家では
日本酒の試飲をど
うぞ。
「酒々井まがり家 酒蔵飯沼本家」

「あけぼの山農業公園」
海老川の源流を訪ねて

９ ｋｍ

090-7703-3782
催／船橋歩こう会
時／４月１７日(土)
９時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／八千代橋公園（京成線大神宮下駅 徒歩３分)
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１３時まで 御滝公園（新京成線滝不動駅 徒歩
１１分）
コース／八千代橋公園～中央卸売市場～海老川ジョギ
ングロード～御滝公園
○みどころ 船橋市内を流れるⅡ級河川の海老川。船橋
という地名発祥の地です。今回はその河口から源流があり
また船歩の設立総会が開かれた地である御滝不動まで巡
ります。
主
日

八鶴湖周辺ウオーク

１０ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会
090-2318-5361（伊藤）
日 時／４月１８日(日) １０時 団体歩行
集 合／求名駅前（ＪＲ東金線求名駅）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時頃 東金駅前（ＪＲ東金線）
コース／求名駅～城西国際大千葉東金キャンパス～道
の駅みのりの郷東金～ときがね湖～八鶴湖～東金駅
○みどころ 求名(ぐみょう)駅から東金駅まで一駅ですが、
ほとんど初めての道を歩きます。後半は新緑の美しいとき
がね湖と八鶴湖を巡ります。
ＣＷＡニュース
２０２１．３

３

第２０６回「支川都川を歩く」

７／１１ ｋｍ

主
日

催／ちば歩こう会
070-5577-2282（丹羽）
時／４月２２日(木) １０時～１０時３０分
自由歩行
集 合／鎌取駅改札口（ＪＲ外房線）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１２時３０分～１３時３０分まで ７ｋｍ：都市緑化植
物園（千葉駅行バス停へ案内）
１１ｋｍ：通町公園（ＪＲ千葉駅 徒歩１２分）
コース／鎌取駅改札口～平山大橋～坊谷津橋～川戸橋
～近江下橋～新都川橋～都市緑化植物園（一次解散）～
立合橋～本町公園～通町公園
○みどころ 昼食なしでもゴール可。支川都川に沿った
春の光景を楽しめます。

「支川都川」
柏北部のぼたん寺めぐり

７／１２ ｋｍ

催／北総歩こう会
090-2320-4793（青木）
時／４月２５日(日) ９時～９時３０分
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／柏たなか駅西口 駅前広場（ＴＸ線）
参加費／ＣＷＡ加盟団体会員無料 ・その他３００円
解 散／７ｋｍ：１０時～12 時まで 松葉第一近隣公園（ＪＲ
常磐線北柏駅行バス停 ライフタウ中央 徒歩２分 １２ｋ
ｍ：１１時～１４時まで 柏西口第一公園（ＪＲ常磐線・東武
野田線 柏駅 徒歩８分）
コ ー ス／柏たなか駅西口駅前広場～医王寺～柏たなか
北公園～吉祥院～松葉第一近隣公園（7ｋｍコースはゴー
ル・昼食)～高田緑地～西光院～柏西口第一公園
○みどころ 柏たなか駅をスタートし、柏北部のぼたん寺
として有名な医王寺（約６００株）及び吉祥院（約１００株）を
拝観し、ショートコースゴールの松葉第一近隣公園へ歩き、
高田緑地を経て西光院（約８００株）と巡ります。満開にな
った色とりどりの美しいぼたんは見ものです。途中の大規
模公園で休憩しながらゆったりと歩きましょう。
ぶら散ウオーク「家康も見た鴇ヶ峰を歩く」 ９ ｋｍ
主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／４月２７日(火)、９時～１０時４０分
自由／団体歩行
集 合／東金駅 駅前広場（ＪＲ東金線）
（ＪＲ外房線大網駅又は総武本線成東駅乗り換え）
CWA ニュース
２０２１．３

「日吉神社 杉の大木」
平日散歩/佐倉

９ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／４月２８日(水)
９時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／内郷児童公園（京成線京成佐倉駅 徒歩３分）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１３時まで 内郷児童公園
コース／内郷児童公園～国立民族博物館～武家屋敷～
市立美術館～内郷児童公園
○みどころ 春爛漫の佐倉中心部を堪能ください。
この例会は時間の許す限り何周でもどうぞ。IVV は歩いた
距離を認定します。但し回数は何周しようと１回です。
第１８回大正浪漫ウオーク in 手賀沼

主
日

４

参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分まで 東金駅
○その他
１．案内矢印も参考にして散
策ください
２．受付け後、自由にスター
トもできます
３．団体は１０時４０分にスタ
ートします

６／１０／２０／３０ ｋｍ
《Ｃリーグ》
主 催／北総歩こう会
☎ 04-7133-1589(平野)
日 時／４月２９日（木祝）
３０ｋｍ：８時３０分～９時
２０／１０／６ｋｍ：９時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／手賀沼公園（ＪＲ常磐線我孫子駅南口 徒歩１０
分）
参加費／事前：４００円(４月１５日締切り）
当日：７００円（我孫子市・柏市の市民は６００円）
解 散／１１時～１５時３０分まで 手賀沼公園
コース／コースの詳細は、ほゆう２月号、３月号、ホームペ
ージをご覧ください。
○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１８回目となる人気のコースです。全コ-スとも自
由歩行で今年は手賀沼を反時計回りに廻ります。今回も３
０ｋｍコースは手賀川の両岸を歩きます。６ｋｍコースはご
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
めます。
※１.前回２０２０年第１７回に参加申込みいただいた方は
「事前申込み受付証(クリーム色半券)または振込受領書」
をお持ちください。参加費無料となります。
※２.詳細は「第１８回大正浪漫ウオーク in 手賀沼」チラシ
参照。ホームページからプリントも可能です。

