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2021 年５月号
谷津干潟から幕張本郷へのみち

毎月 1 日発行

８ｋｍ

《Ｃリーグ》《500 選 12-5》
主 催／ＣＷＡ ☎043-309-5606
当 日
090-9137-4980（松本）
日 時／６月５日(土) ９時００分～９時３０分
自由歩行
集 合／谷津公園入口 時計塔前
（京成電鉄谷津駅 徒歩 ５分）
参加費／一律３００円
解 散／１２時３０分迄 ＪＲ・京成幕張本郷駅南口
コ ース／谷津公園出入口前広場～谷津干潟公園～秋津総
合運動公園～香澄公園～浜田陸橋左折～幕張本郷駅南口
○みどころ 「両総用水の路Ｗ」中止に伴う代替行事です。
谷津干潟を左回りに半周いたします、自然観察センターから
の眺望をお楽しみ頂き、香澄公園の林道を抜け、目的地の幕
張本郷駅に向かってウオーキングをお楽しみください。

日本市民スポーツ連盟のＹＲ３０千葉特製ワッペン（シルバー
賞）かＹＲ４０千葉特製ワッペン（ゴ
ールド賞）に認定証を付けて無料
で進呈しています。
条件
①ＩＶＶ会員（ＩＶＶパスポート所有）
限定
②ＩＶＶパスポート押印連動で，１
日の押印は別のステーションで２
回までです
③各ステーションを最低２回のコ
ースと残りの各コース２回で合計３０コースか４０コース完歩
（パスポートは千葉県内５ヶ所のＹＷＳに用意してあります）
但し、参加記録証はスタンプ押印に限ります。ＹＷＳでスタン
プ押印をお願いして下さい。参加記録証（コピーではなく原
簿・表紙の項目完全記入）オリジナルを日本市民スポーツ連
盟（ＪＶＡ）に持参か郵送で送ってください。

なの花券交換時期を延長します
なのはな賞交換は２０２０年末までの予定でしたが、２０２１
年１２月３１日（金）まで延長する事になりました。
それ以後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
念品と交換いたします。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
印します。
他歩の行事でもＣWA の伊藤・遠藤
がおりましたら交換を承ります。

編集責任者 山本 利美

ウオーキング教室のお知らせ
皆様のご参加お待ちしております。予約は不要です。
教室は県内 2 箇所で開催します(雨天中止）
場所

６月 19 日
(土）

受
付

時間
解散

受

６月１９日
(土）

付

場所
時間

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）

千葉県ＹＲ３０特別企画パスポートについて
解散

１年間（２０２１年４月～２０２２年３月）に、千葉県内イヤーラウ
ンドウオーキングステーション（以後ＹＷＳ）の３０コース各２回
６０コースの内３０回・４０回を踏破されたＩＶＶウォーキングパス
ポート会員を表彰します。

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
２０２1．５

１

ウオーク＆ノルディックｉｎ手賀沼

１０ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／６月２日(水) ９時～１１時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／北柏ふるさと公園（ＪＲ常磐緩行（千代田）線北柏
駅、徒歩３分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１６時まで 北柏ふるさと公園
○その他 １．時間内であれば２周まで受付け ２．希望
者には１組３００円でポールを貸し出します。

コース／北習志野近隣公園～せせらぎの道～坪井近隣
公園～西光寺～船橋アリーナ～北習志野近隣公園
○みどころ 定番コースです。
○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。
「せせらぎの道」
紫陽花ウオーク
５／１０ ｋｍ
催／
東総歩こう会 旭支部
《Ｃリーグ》
主 催／東総歩こう会
090-4413-8716（高野）
日 時／６月６日（日） ９時～１０時
受付後順次スタ－ト 自由歩行
集 合／飯岡駅（ＪＲ総武本線）
参加費／東総歩無料 ・その他３００円
解 散／１２時３０分まで 龍福寺（飯岡駅 バス１５分)
コース／飯岡駅～海上中学～天宝水滸伝・佐吉（５ｋｍ）
～龍福寺（１０ｋｍ）
○みどころ 通り道の水田も青く、川沿いには紫陽花が
咲き、龍福寺では新緑で皆様を迎えてくれます。
主

「北柏ふるさと公園」
「平日わいわい W」 緑豊かな常盤平散策

７ ｋｍ

主 催／いちかわ歩こう会 090-1031-6318(矢田貝)
日 時／６月３日（木） ９時３０分 団体歩行
集 合／カンナ公園（ＪＲ武蔵野線新八柱駅・新京成線
八柱駅 徒歩７分）
参加費／いち歩１００円 ・その他３００円
解 散／１２時３０分頃 宮前公園（ＪＲ武蔵野線新八柱
駅・新京成線八柱駅 徒歩３分)
コース／カンナ公園～さくら通り～ゆりの木通り～菖蒲公
園～金ケ作公園～しらかし公園～国交省展示館～かぶと
公園～宮前公園
〇みどころ 常盤平団地は関東で初の大規模団地として
昭和３５年入居開始。大人気を呼んだ団地です。団地全
体が緑に覆われ、四季を通じて住む人、通る人に潤いと
安らぎを与えてくれています。建設当時の姿のままの団地
内を散策し、国交省展示館で国土を守る最新技術をご覧
いただきます。
平日散歩/北習志野

７ ｋｍ

主 催／船橋歩こう会
090-7703-3782
日 時／６月４日(金) ９時～９時３０分 自由歩
行：受付後順次スタート 団体歩行：９時３０分出発
集 合／北習志野近隣公園（新京成線北習志野駅 徒
歩１０分）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／自由歩行：１３時まで 団体歩行：１２時頃
北習志野近隣公園
２

CWA ニュース
２０２１．５

篠崎公園周辺の散策

１２ ｋｍ

主 催／いちかわ歩こう会
090-2645-6086（鈴木）
日 時／６月８日（火） ９時
団体歩行
集 合／小岩菖蒲園前（京成線江戸川駅 徒歩３分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 南行徳公園（メトロ東西線南行徳
駅 徒歩５分)
コース／小岩菖蒲園～善養寺～篠崎公園～本郷用水親
水緑道～鹿骨親水緑道～春江公園～新中川～今井水門
～広尾防災公園～南行徳公園
〇みどころ 小岩菖蒲園で花菖蒲観賞後、樹齢６００年
以上とも云われている日本屈指の松「影向（ようこう）の松」
で有名な善養寺を経て篠崎公園へ。その後、親水緑道等
小岩の街中を散策します。後半は、新中川（延長８．８８４ｋ
ｍ・川幅１２３ｍ）の風景やいろいろな形の橋を観賞しなが
ら下流へ、江戸川との合流点まで歩きます。最後の休憩
場所、広尾防災公園では綺麗に咲き誇るバラが迎えてく
れます。
流山の紫陽花 ２０２１

６／１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
催／北総歩こう会
090-1421-7103（森）
時／６月９日(水) ９時３０分 団体歩行
合／南柏児童遊園（ＪＲ常磐線各駅停車 南柏駅西
口 徒歩５分）
参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・
その他３００円

主
日
集

解 散／６ｋｍ：12 時頃 流山市総合運動公園（ＴＸ線流
山セントラルパーク駅 徒歩５分） １０ｋｍ：１４時頃 東平
賀公園（ＪＲ常磐線各駅停車 北小金駅 徒歩８分）
コース／南柏児童遊園～流山市東部公民館～東部あじ
さい苑～あじさい通り～寳蔵院～流山市総合運動公園（６
ｋｍｺｰｽｺﾞｰﾙ）～本土寺山門（経由）～東平賀公園
○みどころ 流山の紫陽花（あじさい）と言えば、「あそこ」
というほど有名？になりました。最初の休憩場所「流山市
東部公民館」前の『あじさい苑』を観た後すぐ、約３００メー
トルにわたる流山の名所『あじさい通り』を歩きます。日本
古来のあじさい、大正時代に逆輸入されたといわれる西洋
あじさい、北アメリカ産のあじさいなど、色・形もとりどりに咲
くありさまは見事です。お楽しみください。

区の公園を巡りながら昭和の森を訪れます。広大な公園
にはいろいろなみどころや遊び場があります。この時期に
は、花菖蒲や紫陽花など初夏の花を楽しむ事が出来るで
しょう
○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。
東京下町八福神参り

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／６月１６日(水) ９時～１０時
受付け後、順次スタート 自由歩行
集 合／築地川公園（東京メトロ日比谷線築地駅 築地
本願寺沿いに徒歩 5 分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１３時～１６時まで 上野駅ぱんだ口改札前広場
○その他 今後「緊急事態宣言」 や、「まん延防止等重
点措置」の期間に入った場合行事は中止とします
平日散歩／西船橋

「流山の名所 あじさい通り」
成田里山ウオークⅢ

１０/１３ ｋｍ

080-3156-7482（田口）
主 催／ちば歩こう会
日 時／６月１２日(土) ９時
団体歩行
集 合／酒々井駅西口広場（ＪＲ成田線 酒々井駅）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１０ｋｍ：１２時３０分頃 引地近隣公園（成田駅行
バス停へ案内） １３ｋｍ：１４時頃 中台運動公園（ＪＲ成田
線成田駅徒歩１０分）
コース／酒々井駅～宗吾霊堂～引地近隣公園～中台運
動公園
○みどころ 酒々井から成田へ向かう旧道の沿道にある
伊篠集落の景色を見ながら歩き、宗吾霊堂に向かう。紫
陽花祭りの最中で７０００株の紫陽花を堪能してください
フリーウオークⅢ／昭和の森の花菖蒲
主
日

９ ｋｍ

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／６月１３日(日)
９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／土気駅南口（ＪＲ外房線）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時まで 土気駅南口
コース／土気駅南口～創造の杜公園～しらかし公園～
ふれあいの広場公園～水辺の郷公園～昭和の森(花菖蒲
園、アジサイ園）～土気駅南口
○みどころ 今では大規模な宅地開発が進んだ土気地

１２ ｋｍ

８ ｋｍ

主 催／船橋歩こう会
090-7703-3782
日 時／６月１８日(金) ９時～９時３０分 自由歩
行：受付後順次スタート、団体歩行：９時３０分出発
集 合／西船橋近隣公園（ＪＲ総武線西船橋駅 徒歩１０
分）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／自由歩行：１３時まで 団体歩行：１２時頃
市川大野駅（ＪＲ武蔵野線）
コース／西船橋近隣公園～浅間神社～けやき公苑～く
ろまつ公園～市川大野駅
○みどころ 定番コースです。

「けやき公苑」
「花シリーズ③」「紫陽花」咲く本土寺周辺の散策

１２ ｋｍ
主 催／いちかわ歩こう会 080-3402-8093(佐々木)
日 時／６月１９日（土） ９時 団体歩行
集 合／新松戸第一公園（ＪＲ常磐線・武蔵野線新松戸駅
徒歩５分）
参加費／いち歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時頃 東平賀公園（ＪＲ常磐線北小金駅 徒歩
５分)
コース／新松戸第一公園～大谷口新橋～中央公園～女
躰神社～坂川堤防～浅間公園～とちの木通り～第 3 公園
～広寿寺前～やまびこ公園～東部公民館（紫陽花観賞）
～紫陽花通り～羽中橋～本土寺山門～東平賀公園
ＣＷＡニュース
２０２１．５

３

〇みどころ 梅雨空の中、コースのいたる所にしっとり濡れ
て咲いている紫陽花を愛でながら歩きます。流山市東部
公民館前の斜面一帯、その先のあじさい通りは必見です。
本土寺（有料）は圧巻です。ゆっくりと楽しんでいただきま
す。
日本を動かす 官庁街と丸の内界隈

８ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-2677-5634（加藤）
日 時／６月２０日（日）９時３０分～１０時
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／日比谷公園桜門（ＪＲ有楽町駅 日比谷口 徒歩
５分）
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１１時～１２時まで 和田倉噴水公園（ＪＲ東京駅
徒歩５分）
コース／日比谷公園桜門～法務省～文部科学省～首相
官邸～国会議事堂～国立劇場～丸の内仲通りブランドシ
ョップ街～和田倉噴水公園
○みどころ 普段あまり行かない官庁街・歴史ある建造
物・首相官邸・国会議事堂・サスペンスドラマに出てくる警
視庁など日曜日の閑散とした官庁街をゆっくり散策し、皇
居の お濠を 望みなが ら丸の 内仲通り沿いに 多数出店
している高級ブランドショップを楽しんで歩きましょう。

を鑑賞し 13 ㎞コースは５５０年前当地を治めていた高城一
族の跡地の公園を巡ります。9 ㎞コース参加の方はゴール
後アジサイ寺で有名な本土寺を訪れてみてはいかがです
か。
第２０８回「袖ヶ浦公園ウオーク」

６/１１ ｋｍ

090-1507-6803（佐藤）
主 催／ちば歩こう会
日 時／６月２４日(木) ９時
団体歩行
集 合／長浦駅前（ＪＲ内房線長浦駅徒歩１分）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 袖ヶ浦駅前（ＪＲ内房線袖ヶ浦駅
徒歩１分）
コース／長浦駅北口～蔵波公園～たちばな交差点～袖
ヶ浦公園上池～菖蒲園(昼食、一次解散)～ゆりの里～広
域農道～袖ヶ浦駅前
○みどころ ６月の袖ヶ浦公園では菖蒲園の約 1 万５千
株の花菖蒲をはじめ紫陽花やその他いろいろな花が楽し
めます。 時間の許す限り、園内の散策、郷土博物館や旧
進藤家の見学などお楽しみください。

「袖ヶ浦公園の菖蒲園」
我孫子八景「布佐・新木を歩く」

「丸の内仲通りブランドショップ街」
ミニ散歩/流山の紫陽花と歴史公園
主
日

９／１３ ｋｍ

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／６月２３日(水)
９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／ひまわり公園(新京成線常盤平駅北口 徒歩２
分）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時３０分まで 北小金駅（ＪＲ常磐線）
コース／ひまわり公園～小金原公園～根木内歴史公園
～東部公民館～アジサイ苑～(13/9 ㎞分岐)～實蔵寺～
前ケ﨑城址公園～大谷口歴史公園～本土寺～(13/9 ㎞
合流)北小金駅
○みどころ 流山市の市街地の斜面に、地域住民の
方々が育てている色とりどりのアジサイがあります。これら
４

CWA ニュース
２０２１．５

６／１１ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-8725-1355（竹渕）
日 時／６月２７日(日）９時～９時３０分 自由歩
行：受付終了後スタート 団体歩行：９時３０分出発
集 合／南新木沖田公園（ＪＲ成田線 新木駅南口 徒歩
８分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／６ｋｍ：１０時～１１時３０分まで 気象台公園（ＪＲ
成田線新木駅 徒歩８分） １１ｋｍ：１０時３０分～１４時まで
和田前公園（ＪＲ成田線布佐駅 徒歩 3 分)
コース／南新木沖田公園～葺不合神社～天満宮・水神
様の祠～ハケの道八景～新木近隣センタ－～気象台公
園（6ｋｍコース：ゴ－ル）～布佐南公園（昼食）～旧井上家
住宅～宮の森公園～竹内神社～和田前公園
○みどころ 我孫子八景の神社、ハケの道、のどかな田
園風景、緑豊かな公園などをご案内します。コ－ス地図を
読んで歩ける方は自由歩行で我孫子八景をお楽しみくだ
さい。団体歩行を希望される方は役員がご案内します。

