続けて

発行 NPO 法人千葉県ウオーキング協会
〒260-0001 千葉市中央区都町 2 丁目 1 番 12 号
千葉県都町合同庁舎 4 階
電 話 （ 043） 309-5606
FAX （ 043） 309-5607
郵便振替口座番号００１１０-４-４０４２５６
http：//npocwa.c.ooco.jp/
e-mail:npocwa@nifty.com

通算第２４１号

毎月 1 日発行

2021 年 8 月号
ＣＷＡおよび加盟団体は、まんえん防止指定地区に係わ
らず、十分な感染防止処置を取ったうえで、通常通り例会
行事を行なっております。ただし、緊急事態宣言が発出さ
れた場合は、全ての行事は中止と致します。
くつの日記念ウオーク
（鎌ヶ谷の名所・旧跡） １０ｋｍ
《Ｃリーグ》
《Ｃリーグ》
主 催／ＣＷＡ
☎043-309-5606
共 催／北総歩こう会
当日 090-2405-8353（遠藤）
日 時／９月２日(木) 受付９時００分～９時３０分
受付順順次スタート 自由歩行
集 合／新鎌ヶ谷ふれあい公園 （東武野田線・新京成・北
総鉄道 新鎌ヶ谷駅 徒歩 ３分）
参加費／一律３００円（記念品付）
解 散／１１：００～１３：００迄 大町公園出口
北総鉄道大町駅（徒歩５分）
新京成線くぬぎ山駅（徒歩１５分）
コ ー ス／新鎌ふれあい公園～鈴木牧場～妙蓮寺～八幡春
日神社～ファイターズタウン～萬福寺～観賞植物園
～大町公園出口
○みどころ 鎌ヶ谷の今昔を訪ねます。自由歩行ですので
名所・旧跡を見学しながらのんびり歩いてください。コース後
半途上で梨も買えます。またゴールでは空くじなしの記念品
用意してあります。

9 月 18 日
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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(昼食前に解散します）

問合せ ☎043-309-5606 千葉県ウオーキング協会
Ｃリーグ行事一覧（校正版）
コロナ感染症の関連で、Ｃリーグ行事中止等に伴い関連行事
が大きく変更になりました。下記を参照にご参加願います。
月

日

C リーグ

２（木）

C単

くつの日記念Ｗ

８（水）

北総

つくばＴＸ線沿線を歩く

１１（土）

船橋

フリーＷ ・梨街道歩く

１２（日）

東総

漁港めぐるＷ

２３（木祝）

東葛

印旛沼周辺ウオーク

２（土）

ちば

千葉開府９００年 W

１１（月）

C複

下総・いちかわ今昔の道 W

１８（月）

C複

忠敬銅像建立２０周年記念 W

１９（火）

いちかわ

江戸川歩輪ピック

２４（日）

ちば

防災ウオーク

３０（土）

北総

江戸川を歩く

１１（木）

船橋

沼南の里山

１３（土）

C単

手賀沼ふれあい W（予定）

２１（日）

東総

香取神宮Ｗ

２３（火祝）

東葛

北総沿線フリーＷ

２５（木）

ちば

千葉市制 100 周年 W

千葉市 海浜幕張駅南口

２８（日）

いちかわ

市川の縄文時代を訪ねて

(JR 海浜幕張駅南口 徒歩⒈分）

４（土）

いちかわ

紅葉の「もみじ山」を訪ねて

６（月）

北総

年忘れ「布施弁天」お参り W

２１日（火）

船橋

冬の訪れを探して昭和の森へ

２５（土）

東葛

東葛で歩き納め

皆様のご参加お待ちしております。予約は不要です。
運動し易い服装 (手に持たない）でお越し下さい。
参加費 300 円（資料代、保険料等） 飲み物・敷物持参
９月は県内２箇所で開催します(雨天中止）

9 月 18 日

受

解散

9月

１0 月

９月ウオーキング教室のお知らせ

場所

場所

編集責任者 山本 利美

９時～９時３０分
090-3345-8750 （古宮）
１３時頃(昼食前に解散します）

11 月

12 月

ＣＷＡニュース
２０２1．８

１

成田空港周遊ウオーク
おめでとうございます
千葉県 YR３０特別企画（４０コース）
ちば歩の野村三雄さん
船橋歩の大西正純さん
完歩いたしました。

２４／３６／５３ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／９月５日(日) ７時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／栗山公園（京成成田空港線高架下）
（ＪＲ線・京成線成田駅 徒歩４分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１８時頃まで 栗山公園
○その他 １．長距離に初めての挑戦は御遠慮ください
２．５３km は８時で受付け終了
つくばエクスプレス線沿線を歩く

ぶら散ウオーク「本佐倉城址へ」

７ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／９月１日(水) ９時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／京成佐倉駅北口付近（京成本線）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１４時まで 酒々井駅西口付近（ＪＲ成田線）

「本佐倉城跡」
手賀沼干拓地を歩く
主
日

８／１１ ｋｍ

催／北総歩こう会
090-7191-1863（染谷）
時／９月４日（土） ９時～９時３０分
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／湖北駅南口階段下（ＪＲ成田線）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／８ｋｍ：１０時～１１時３０分まで 新木駅入口（ＪＲ
成田線新木駅 徒歩 6 分）
１１ｋｍ：１０時３０分～１２時３０分まで 布佐駅
（ＪＲ成田線）
コース／湖北駅～手賀沼干拓地～興福院共同墓地～旧
手賀教会堂～手賀沼干拓地～新木駅入口（８ｋｍゴール)
～旧井上家住宅～布佐駅
○みどころ 手賀沼の干拓は、江戸時代の約３５０年前
から計画着手、度重なる洪水で流され失敗の連続。昭和４
３年の排水機場の整備でやっと干拓の基盤ができた。干
拓に尽力した「旧井上家住宅」も見学。リニューアルオー
プンした現存する日本で唯一の転用教会堂(明治期の茅
葺屋根の民家を移築)「旧手賀教会堂」も見学してくださ
い。
２

CWA ニュース
２０２１．８

５／１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
090-9231-6664(島)
主 催／北総歩こう会
日 時／９月８日（水） ９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／南流山駅前（ＴＸ線・ＪＲ武蔵野線）
参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・
その他３００円
解 散／５km：１０時～１１時まで 流山おおたかの森駅
南口公園（TX 線・東武野田線 流山おおたかの森駅 徒
歩２分) １０km：１０時～１２時３０分まで 柏の葉アクアテラ
ス（TX 線 柏の葉キャンパス駅 徒歩５分)
コース／南流山駅～思井福祉会館～流山市総合運動公
園～流山おおたかの森駅南口公園(5ｋｍゴール)～柏の
葉アクアテラス
○みどころ １5 年ほど前(２００６年３月)に「つくばエクスプ
レス線沿線ウオーク」が実施されました。会員の中には当
時この行事に参加された方もいらっしゃるかもしれません。
記録資料を見ると、コースは南流山駅から柏たなか駅まで
の１６ｋｍでした。１４１名の方が参加されたようです。今回
のコースは、南流山駅から柏の葉キャンパス駅までの１０ｋ
ｍです。歩行距離も大幅に短縮しました。
フリーウオークⅣ/秋の味覚を求めて

９ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／船橋歩こう会
090-7703-3782
日 時／９月１１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／くぬぎ山公園（新京成線くぬぎ山駅 徒歩２分）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１３時まで くぬぎ山公園
コース／くぬぎ山公園～八柱霊園～ゆいの花公園～東
松戸中央公園～梨街道～くぬぎ山公園
○みどころ 国道４６４号線の東松戸から大町にかけては
３０件ほどの梨園が軒を連ね、別名梨街道と呼ばれていま
す。いろいろな梨園に寄って少しずつ購入し、味の違いを
味わってみてはいかがですか。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。集合場所のくぬぎ山公園に
はトイレがありません。駅等で済ませてから参加ください。

銚子漁港巡りウオーク

６／１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／東総歩こう会
080-5403-2042（海宝）
日 時／９月１２日(日)
１０時～１０時３０分
集 合／ＪＲ銚子駅イベント広場（駅前）
参加費／東総歩無料 ・その他３００円
解 散／１４時頃 銚子市役所（ＪＲ銚子駅 徒歩７分）
コース／銚子駅～河岸公園～堤防先端～公園～第一市
場～第二市場～千人塚～第三漁港～ウォッセ（６ｋｍゴー
ル）～ポートタワー～明神小～本銚子駅～観音～銚子市
役所
○みどころ 利根川に沿って造られた水揚げ量日本一の
漁港を体感してください。普段は歩くことの無い長い堤防
からは、遠くに筑波山、対岸の波崎町の漁港・町並み、銚
子のシンボル五重の塔、銚子大橋など利根川からの景観
が広がります。「海洋性の涼しい風」を体感してください。

「彼岸花」と２１世紀の森と広場

７／１２ ｋｍ

主 催／いちかわ歩こう会
080-3402-8093 (佐々木)
日 時／９月１８日（土） 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／宮前公園（ＪＲ武蔵野線新八柱駅・新京成線八柱
駅 徒歩４分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／７ｋｍ：12 時まで 金ケ作自然公園（新京成線常
盤平駅 徒歩８分）
１２ｋｍ：1４時３０分まで 宮前公園
コース／宮前公園～千駄堀湧水広場～元禄松戸村～２
１世紀の森と広場～ホダシの森～祖光院（彼岸花）～金ケ
作自然公園（７ｋｍゴール）～三吉の森～さくら通り～金毘
羅神社～けやき通り～子和清水～宮前公園
〇みどころ 自然の多く残っている千駄堀・金ケ作地区と
２１世紀の森と広場を散策し、境内が「彼岸花」で彩られる
「祖光院」へ。その後、緑豊かな常盤平をめぐります。「矢
貼り」はありません。地図だけで歩くのは心配な方は団体
歩行にご参加ください。
酒々井南部巡りウオーク

「利根川に面した銚子漁港」
平日散歩/船橋
主
日

８ ｋｍ

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／９月１６日(木)
９時～９時３０分
自由歩行：受付後順次スタート 自由歩行
団体歩行：９時３０分出発
集 合／天沼弁天池公園（ＪＲ総武線船橋駅 徒歩５分）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１３時まで 天沼弁天池公園（ＪＲ総武線船橋駅
5 分） 団体歩行は 12 時頃到着予定
コース／天沼弁天池公園～船橋中央卸売市場～夏見台
近隣公園～長津川親水公園～天沼弁天池公園
○みどころ ２年ぶりの船橋での平日散歩です。体力に不
安のある方は団体歩行で参加ください。役員が案内しま
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。

６/１０ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会
090-8891-4439（中嶋）
日 時／９月１９日(日) ９時４５分 団体歩行
集 合／南酒々井駅前（ＪＲ総武本線南酒々井駅）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 酒々井駅西口公園（ＪＲ成田線
酒々井駅 徒歩５分）
コース／南酒々井駅前～飯沼本家～コミニュニティープ
ラザ～酒々井プレミアムアウトレット（昼食・一次解散）～２
９６号線東酒々井入口～ふじき野団地内～成田線跨線橋
～上ヶ作緑地～ＪＲ酒々井駅西口広場
バス案内：酒々井プレミアムアウトレットからＪＲ酒々井駅、
京成酒々井駅行が出ています
○みどころ 「富津の吾妻神社馬だし」を予定しておりま
したが祭りが中止となり歩行場所を変更しました。

「酒々井のまがり屋 飯沼本家」
ＣＷＡニュース
２０２１．８

３

祖光院の「彼岸花」

７ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-2677-5634（加藤）
日 時／９月２０日（月祝） ９時３０分～１０時
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／やまぶき公園（新京成線五香駅西口 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 ひまわり公園（新京成線常盤
平駅 徒歩３分）
コース／やまぶき公園～三吉の森～金ケ作自然公園～
祖光院～熊野神社～小塚前縄文遺跡～２１世紀の森公
園北口～２１世紀の森と広場～公園中央口～ひまわり公
園
○みどころ 松戸の緑豊かな森を見ながら金ケ作自然公
園を抜けると祖光院の正門が見え、門をくぐると一面鮮や
かな赤い彼岸花が群生し木立の間を埋め尽くすように咲
き誇って、ところどころに白や淡いピンクの彼岸花が色を
そえます。21 世紀の森に入り一休みしてからひまわり公園
にゴール。
印旛沼周辺ウオーク

１０／１９／２７ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／９月２３日(木祝) ８時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／御伊勢公園（京成本線京成臼井駅 南口より徒
歩４分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１３時～１５時まで 御伊勢公園

「御伊勢公園」
大町自然公園から日ハム球場へ

CWA ニュース
２０２１．８

第３２回江戸川チャレンジウオーク
１０／１２／１８／３０／４７／６５ ｋｍ
主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／９月２６日(日) ４７・６５ｋｍ：６時～７時
１０・１２・１８・３０ｋｍ：８時～９時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／国府台江戸川堤防（京成線国府台駅 徒歩３分)
参加費／船歩３００円 ・その他５００円
解 散／１７時まで 国府台江戸川堤防
コース／江戸川堤防～江戸川左岸上る～新葛飾橋（１０
ｋｍ）～葛飾大橋（１２ｋｍ）～上葛飾橋（１８ｋｍ）～流山橋
（３０ｋｍ）～玉葉橋（４７／６５ｋｍ）～江戸川右岸下る～市
川橋（６５ｋｍは通過）～市川大橋～江戸川左岸上る～江
戸川堤防
○みどころ 船歩創立以来続く伝統行事です。コースは
例年通り江戸川上流を目指す周回コースです。
第２０８回「栄福寺を訪ねる」

８/１２ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会
080-6543-8508（遠藤吉）
日 時／９月３０日(木) ９時１５分 団体歩行
集 合／菰池公園（ＪＲ内房・外房線 蘇我駅 徒歩１０分)
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時１０分頃 通町公園（ＪＲ千葉駅 徒歩１２分）
コース／菰池公園～松ヶ丘公民館～月の木貝塚～栄福
寺～都市緑化植物園(昼食・一次解散１２時３０分頃) ～
丹後堰公園～本町公園～通町公園
バス案内：都市緑化公園より徒歩５分の北星久喜バス停
に案内
○みどころ 「坂尾の桜」として知られる枝垂れがある栄
福寺を訪ねます。都市緑化植物園のみどころは HP の 9
月のみどころマップをみてください。

１２ ｋｍ

主 催／いちかわ歩こう会 090-1031-6318(矢田貝)
日 時／９月２５日（土） 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／みかど公園（JR 武蔵野線市川大野駅 徒歩５分）
参加費／いちかわ歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時３０分まで 万葉植物園（ＪＲ武蔵野線市川
大野駅 徒歩３分）
コース／みかど公園～駒形大神社～大町自然公園～日
４

ハム・ファイターズタウン～特養ホーム「清山荘」～J:COM
北市川スポーツパーク～市川五中（大野城跡）～万葉植
物園
〇みどころ 「鎌ヶ谷日ハム・ファイターズタウン」をメイン
に、四季を問わず心を癒してくれる大町自然公園、２０１７
年７月開設のＪ：COM 北市川スポーツパーク等をめぐり万
葉植物園まで歩きます。地図だけで歩くのは心配な方は
団体歩行にご参加ください。

「栄福寺」

