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2021 年４月号
第 16 回通常総会を終えて
ウオーキング教室再開します
CWA 会長
古宮 誠
先日はこの様な状況下にも関わらず、お忙しい処御出席い
ただいた会員の皆様には、改めて御礼を申し上げます。
今年はコロナ感染症の対策もあり、広い会場を確保できる
千葉県総合スポーツセンター内で入場制限をしての開催とな
りました。尚、総会 W は中止と致しました。
心配された天候も、当初の予報ほどに酷くはならず、大変助
かりました。当日は皆様からの御理解をいただき、委任状提
出１１５名に３４名の出席者を加え過半数を超え総会は成立し
ました。
この度議長を努めていただいた東総歩こう会の高野会長に
は、スムーズな議事進行をしていただき、お陰様で滞りなく決
議事項への御承認を得て、時間内に余裕を持って終了する
ことができました。高野会長には御苦労をいただき、有り難う
ございました。
昨年は殆どの行事が中止となり顕彰はなかったのですが、永
年会員の２０年８名、１０年８名の方に表彰状を贈らせていた
だきました。
改まった「新組織」の中で新しい運営方法を見い出し、次の
代に繋げられる様に努力を重ね、更なる「対話と改善」に努め
たいと考えます。
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山本 利美

厳しい一年と予想される中、皆様による御理解と御協力を
これからも宜しくお願い申し上げます。

「永年会員の表彰」
ウオーキング教室再開のお知らせ
ウオーキング教室４月より再開致しました。（４月開催日は３
月号参照） 皆様のご参加お待ちしております。
教室は県内 2 箇所で開催します(雨天中止）
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我孫子市 手賀沼公園
（JR 我孫子駅 徒歩 10 分）
９時～９時３０分
📱090-7191-1863 （染谷）
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⒈分）
９時～９時３０分
📱090-9137-4980 （松本）
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。

「ソーシャルディスタンス十分な総会風景」

問合せ ☎043-309-5606 NPO 法人千葉県ウオーキング協会
ＣＷＡニュース
２０２1．４

１

「花シリーズ 」水戸徳川・戸定邸の藤観賞 １２ ｋｍ
主 催／いちかわ歩こう会 📱090-5445-3728 (薗田)
日 時／５月２日（日） ９時
団体歩行
集 合／市川関所跡（京成線国府台駅 徒歩３分、ＪＲ総
武線市川駅北口 徒歩１５分)
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 平潟公園（ＪＲ常磐線・新京成線
松戸駅 徒歩７分)
コース／市川関所跡～柳原排水機場～坂川親水広場～
松戸市総合福祉会館前～千葉県西部防災センター前～
千葉大学園芸学部キャンパス～戸定邸～旧松戸宿～宝
光院～善昭寺～西蓮寺～旧平潟遊郭跡～松戸駅
〇みどころ 戸定邸を知ればＮＨＫ大河ドラマがもっと
面白くなる。日本近代資本主義の父と云われる渋沢栄一
が２８歳の時、フランスに随行した人物。その人こそ戸定邸
の主・徳川昭武（あきたけ）なのです。戸定邸は国指定の
重要文化財・庭園は国指定の名勝となっています。五月
晴れの中、自然や歴史・名所とも触れ合いながら歩きま
す。

す。堤防から橋を眺め、橋の下を潜り、隅田川テラスに降
りて振り返るなど存分にお楽しみください。行き交う船もい
ろいろなモデルが楽しめます。※浜町公園からは人形町
や水天宮、はとば公園からは築地場外市場へいずれも 10
分程度で行けます。
リバーサイドフリーウオーク

２２／３３ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ📱090-3345-8750(古宮）
日 時／５月６日(木) ８時～９時３０分
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／安食駅裏広場（ＪＲ成田線 跨線橋を渡り 徒歩
３分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／２２ｋｍ：１５時まで 下総神崎駅（ＪＲ成田線）
３３ｋｍ：１８時まで 佐原駅（ＪＲ成田線）

「利根川のリバーサイド」
リバーサイドフリーウォーク
「戸定邸」
隅田川橋めぐり
主
日

８／1２ ｋｍ

催／北総歩こう会
☎04-7133-1589（平野）
時／５月５日(水祝) ９時３０分
自由／団体歩行
集 合／東白髭公園（東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅 徒歩１１
分） 自由歩行：受付終了後順次スタート 団体
歩行：９時３０分スタート
参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・
その他３００円
解 散／自由歩行：８ｋｍ １０時～１２時まで 浜町公園
（都営宿線浜町駅 徒歩２分） １２ｋｍ １1 時～１３時まで
はとば公園（メトロ日比谷線築地駅 徒歩７分）
団体歩行：８ｋｍ １１時３０分頃 浜町公園 １２ｋｍ １４時
頃 はとば公園
コース／東白鬚公園～言問橋～駒形橋～蔵前橋～両
国橋～浜町公園（８ｋｍゴール）～清洲橋～隅田川大橋～
永代橋～新川公園～中央大橋～佃大橋～はとば公園
○みどころ ２００４年、２０１４年に同じタイトルで実施され
ました。隅田川１８架橋のうち１５架橋を巡ります。東京オリ
ンピックを控え、お色直しをした橋が皆さんを迎えてくれま
２

CWA ニュース
２０２１．４

２０／３４ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ📱090-3345-8750(古宮）
日 時／５月７日(金) ８時～１０時１５分
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／香取駅待合室（ＪＲ成田線香取駅）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／２０ｋｍ:１４時３０分まで 下総橘駅（ＪＲ成田線）
３４ｋｍ：１７時まで 松岸駅（ＪＲ成田線）
千葉開府 900 年に向けてのウオーク

７／１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／ちば歩こう会
📱090-8305-6601（日向）
日 時／５月８日(土) ９時～９時３０分 自由歩行
集 合／稲毛なかよし公園（ＪＲ総武線稲毛駅 徒歩８分）
参加費／ちば歩無料 ・CWA 加盟団体と千葉市民２００
円 ・その他３００円
解 散／１３時３０分まで 亥鼻公園内千葉市立郷土博物
館前（ＪＲ千葉駅 徒歩１５分）
コース／稲毛なかよし公園～千葉山～大日寺～来迎寺
～千葉公園～千葉神社～郷土博物館
○みどころ 千葉氏が千葉に来て２０２６年で９００年にな
ります。今回は千葉市内中心部の千葉氏関連の史跡を巡
ります

犬吠埼灯台ウオ－ク

5／10 ｋｍ

催／東総歩こう会
📱080-5403-242（齋藤）
時／５月９日（日）９時４０分～１０時４０分
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／犬吠駅広場（銚子電鉄）
解 散／１２時～１４時まで 犬吠駅前広場
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
コ－ス／犬吠駅～地球の丸く見える丘～外川駅～犬吠
駅（５ｋｍゴール）～犬吠埼灯台～君ヶ浜～犬吠駅
○みどころ 東総台地最高点の地球の丸く見える丘展望
台、本州最東端の犬吠埼灯台からの展望を楽しみ、潮の
香りと春の日差しをいっぱい受けて君ヶ浜など気に入った
場所でゆったり過ごすことの出来る自由歩行ウオ－キング
です。
○その他 ＪＲ総武本線経由 ①千葉発７：１５→９：１２銚
子着（銚子電鉄乗換） 銚子発９：１６→９：３５犬吠着
②千葉発８：３９→１０：１５銚子着（銚子電鉄乗換） 銚子
発１０：２０→１０：４０犬吠着
ＪＲ成田線経由 ①成田発７:１５→８：５３銚子着 ②成田発
８:４１→９：５９銚子着 銚子電鉄の時刻は総武本線経由を
参照
主
日

ぶら散ウオーク 海浜幕張から谷津干潟へ ８ ｋｍ
主 催／東葛ウォーキングクラブ📱090-3345-8750(古宮）
日 時／５月１２日(水)、９時３０分 団体歩行
集 合／海浜幕張駅付近（ＪＲ京葉線 改札前より案内）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１２時頃 谷津公園（京成本線谷津駅 徒歩８
分）
○その他 希望者には５００選（１２－５）を認定

コース／千住大橋さくら公園～千住大川端公園～東白
鬚公園～白鬚橋～展望望広場～さくら堤通～千住大橋
～千住大橋さくら公園
○みどころ ２０１９年１２月以来久しぶりの都内での開催
です。初夏の日差しに揺れる隅田川河畔を堪能下さい。
○その他 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
も１回です。

「千住大橋さくら公園」
松戸を歩く「古民家旧齋藤邸～国分川」

７ ｋｍ

主 催／北総歩こう会 📱090-9837-9512（佐々木）
日 時／５月１６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／東松戸中央公園（ＪＲ武蔵野線東松戸駅西口
徒歩４分）
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１０時３０分～１１時３０分まで 松戸３丁目公園
（ＪＲ常磐線松戸駅東口 徒歩１０分）
コース／東松戸中央公園～ゆいの花公園～眞隆寺～古
民家旧齋藤邸～子の神橋～獅子舞橋～二十世紀梨原木
の碑～二十世紀が丘市民センター～陣ヶ前交差点～松
戸３丁目公園
○みどころ ７ｋｍという距離の中に、晩春を惜しんで咲く
花々やハーブ・山野草一杯の公園あり、松戸市観光スポ
ットの古民家あり、若草萌ゆる水辺ありで、足が喜んでくれ
そうです。薫風を体いっぱいに受けて、さあ歩き出しましょ
う‼
「いつでもウオーク/千葉」を歩こう

７ ｋｍ

催／船橋歩こう会
📱090-7703-3782
時／５月１８日(火)
９時００分～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／あづまだい公園（ＪＲ総武線千葉駅北口 徒歩３
分）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１３時まで あづまだい公園
コース／あづまだい公園～登戸（のぶと）神社～みなと公
園～千葉ポートパーク～ポートタウン～千葉中央駅～あ
づまだい公園
○みどころ 光りまぶしい東京湾をポートタワーから眺め
てみてはいかがですか。
○その他 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
も 1 回です。
主
日

「谷津干潟」
隅田川リバーサイトウオーク

９ ｋｍ

催／船橋歩こう会
📱090-7703-3782
時／５月１５日(土)
９時００分～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／千住大橋さくら公園（京成線千住大橋駅 徒
歩２分）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１４時まで 千住大橋さくら公園
主
日

ＣＷＡニュース
２０２１．４

３

廃線ウオーク

２２／４６ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ📱090-3345-8750(古宮）
日 時／５月１９日(水)、８時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／土浦市役所内一階休憩所（ＪＲ常磐線土浦駅
西口より徒歩３分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／２２ｋｍ：１５時まで 筑波山口休憩所（バスでＪＲ
常磐線土浦駅へ）
４６ｋｍ：１７時まで 荒川沖駅（ＪＲ常磐線）
食べ歩き「花より団子」

１０ ｋｍ

《C リーグ》
主 催／いちかわ歩こう会 📱090-7016－6224(榎本)
日 時／５月２２日（土） ９時３０分
団体歩行
集 合／千住大川端公園（京成線関谷駅・東武線牛田駅
徒歩５分）
参加費／いちかわ歩 2００円 ・その他３００円
解 散／一次解散：１３時５０分頃 京成橋（京成線押上駅
徒歩１分 ゴール：１４時３０分頃 亀戸天神（ＪR
総武線亀戸駅 徒歩１５分)
コース／千住大川端公園～隅田川神社～向島百花園～
長命寺（桜もち）～桜橋（昼食）～言問橋～牛嶋神社～東
京スカイツリー～京成橋（一次解散）～亀戸天神社
〇みどころ 春爛漫、川面の心地よい春風を身体一杯に
受け、千住汐入大橋から言問橋の隅田川沿いのお店に
立ち寄ります。コロナ禍のため、食べ歩きは中止とし、家に
お土産として持って帰りましょう。今年は丑年。牛嶋神社境
内にある「なで牛」を撫でて心身快癒を祈願します。一次
解散の京成橋たもとから東京スカイツリーは直ぐです。仲
間と春の午後をゆっくりと過ごすのも良いですね。

「牛嶋神社」
松ヶ丘野馬土手と「おすわさま」

７／１０ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
☎04-7133-1589（平野）
日 時／５月２３日（日）９時 団体歩行
集 合／南柏児童遊園（ＪＲ常磐線各駅停車 南柏駅 徒
歩５分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／７ｋｍ：１１時３５分頃 青葉橋手前広場(ＪＲ常磐
線柏駅西口行き 八ツ原入口バス停 徒歩３分) 昼食無
１０ｋｍ：１３時２０分頃 柏西口第一公園(ＪＲ常磐線・東武
野田線 柏駅西口 徒歩８分)
４

CWA ニュース
２０２１．４

コース／南柏児童遊園～松ヶ丘野馬土手～新富近隣セ
ンター～一本松稲荷神社～諏訪神社～青葉橋手前広場
（７ｋｍゴール解散）～うなぎの水切り場～高田近隣センタ
ー～篠籠田市民緑地～柏西口第一公園
○みどころ ２０１８年９月平日ウオークで実施し、１６１名
が参加されました。前回のコースをほぼ踏襲しました。諏
訪神社は地元では「おすわさま」と呼ばれ、源義家、水戸
光圀、彫刻家・北村西望なども訪れた名所として親しまれ
ています。※バス停「八ツ原入口」から柏駅西口までは、
約２．５ｋｍ(徒歩で約３０分)、バス代１９０円です。
第２０７回「市川動植物園周辺ウオーク」 １０ ｋｍ
主 催／ちば歩こう会
📱 090-9137-4980（松本）
日 時／５月２７日(木) ９時３０分～１０時
自由歩行
集 合／みかど公園（ＪＲ武蔵野線市川大野駅 徒歩５分)
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１３時３０分まで 万葉植物園（ＪＲ武蔵野線市川
大野駅徒歩５分)
コース／みかど公園～東松戸中央公園・ゆいの花公園
～大野自然公園出入口～市川市観賞植物園～バラ園～
市川市動植物園前～万葉植物園
○みどころ 市川大野駅から東松戸方面へ、ゆいの花公
園、大町自然公園、観賞植物園、バラ園で花と自然を楽
しむウオーキング。観賞植物園にて休憩「昼食」時には熱
帯のサボテンや果樹を、大町公園では湿地帯の動植物を
観察下さい、ゆいの花公園、バラ園のハーブやバラに誘
われて生き物たちにも出会えるでしょう、花や鳥、昆虫でウ
オーキングのひと時をお楽しみ下さい。
フリーウオークⅡ／むらさきの里

８ ｋｍ

催／船橋歩こう会
📱090-7703-3782
時／５月２９日(土) ９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／野田市駅駅前広場(東武アーバンパークライン）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時まで 清水公園駅（東武アーバンパークライ
ン）
コース／野田市駅駅前広場～上花輪新町公園～キッコ
ーマン煉瓦蔵～高梨本家（上花輪歴史館)～キッコーマン
御用蔵～欅のホール～旧花野井家住宅～清水公園～清
水公園駅
○みどころ 歴史ある町並みを訪ねて野田市内を巡りま
す。巡ります。高梨
本家や旧花野井家
住宅に立ち寄って、
いにしえの人々の
生活をのぞいてみ
てはいかがですか、
昼食には清水公園
がお勧めです。
「旧花野井家」
主
日

