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通算第２４３号

毎月 1 日発行

2021 年１０月号
ＣＷＡおよび加盟団体は、緊急事態宣言及びまんえん防
止等重点措置が発出された地区に係わらず、十分な感染防
止処置を取ったうえで、１０月より通常通り例会行事を行
なっております。
県レクリエーション大会ウオーク

１１ ｋｍ

主 催／ＣＷＡ ☎043-309-5606（火～金 13～15：30）
当 日
090-9137-4980（松本）
日 時／１１月３日(日) ９時３０分～１０時００分
受付順の自由歩行
集 合／新検見川公園（ＪＲ新検見川駅 徒歩３分）
参加費／ＣＷＡ・ＣＷＡ加盟団体 無料
その他
３００円
ゴール／１３時３０分迄千葉県総合スポーツセンター
コース／新検見川公園～子安神社～畑コミュニティーセンタ
ー～ さつきが丘商店街～犢橋貝塚公園～宮野木中央公
園～園生池跡緑地～園生の森公園～千葉県総合スポーツ
センター
注意事項／受付順のスタートとします。
受付時間には、通勤時間帯を避け、集中しないようにおい
で下さい。
手賀沼史跡ウオーク

６／１１ ｋｍ

《Ｃリーグ》 《５００選 千葉－０１》
主 催／ＣＷＡ ☎ 043-309-5606 （火～金 13～15：30）
当 日
090-2405-8353（遠藤）
日 時／１１月１３日(土)９時００分～９時３０分
集 合／手賀沼公園（ＪＲ我孫子駅 徒歩１０分）
参加費／一律３００円
ゴール／１１時～１３時 手賀沼公園
コース／手賀沼公園～杉村楚人冠記念館～鳥の館～水生
植物園～水の館～手賀沼公園（６Ｋｍ）～加納治五郎農場
跡～船戸の森～手賀沼公園（１1ｋｍ）
〇みどころ 受付順のスタートとなります。ハケの道沿いに
ある史跡をめぐるコースです。同時開催中の手賀沼ウオー
キング教室の実践ウオーク（団体歩行・途中講習有）にも参
加もできます。
千葉そごうＣＷＡイヤーラウンドコースを増設しました

編集責任者 山本 利美

一部コーズ地図が古く参加者の皆様から苦言をいただきご
迷惑をお掛け致しました。急きょ今回ＣＷＡそごうイヤーラウン
ドコース地図を刷新いたしました。それに合わせて４⇒６コー
スにコースを増設いたしました。５・６のコースは千葉そごう基
地を中心にループ状のコースになりますのでチェックポイント
は千葉そごうＹＲ基地になります。長距離を歩きたい方には１
日２コースまで歩いていただけますので、１０時から１７時まで
の７時間でより多くの距離を歩くことが出来るようになりました。
１・史跡散策コース
１１Ｋｍ
２・美術館・博物館コース
１５Ｋｍ
３・加曾利貝塚公園コース
１６Ｋｍ
４・幕張新都心コース
２３Ｋｍ
５・幕張新都心・美術館・博物館コース
３８Ｋｍ
６・幕張新都心・加曾利貝塚公園コース
３９Ｋｍ
受付案内／ウオーク当日またはウオーク当日前に、そごう千
葉店３階シューズ売り場の受付にて参加費を支払い、参加カ
ードに記入し、コース地図を受取ってください。
尚、事前に手続きを済ませておくと、そごう千葉店の開店前
にスタート出来、早目にゴール出来ます。歩いた後、当該カ
ードを窓口に提出し、ＩＶＶを受取ってください。
千葉県ＹＲ３０特別企画

特製ワッペンプレゼント

まだ、間に合います。４名の方がすでに達成しています。
２０２２年３月までに、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。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
① ＩＶＶ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。
ＣＷＡニュース
２０２1．１０

１

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。郵送希
望の場合は９４円切手が必要です。
申込締切日は２０２２年４月３０日到
着までです。
１１月ウオーキング教室
予約は不要です。皆様のご参加お待ちしております。
運動し易い服装 (手に荷物を持たない）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
１１月は県内２箇所で開催します(雨天中止）

１１月 1３日
(土）

受
付

場
所

我孫子市 手賀沼公園

時
間

９時～９時３０分

解散
受

１１月２０日
(土)

付

（JR 我孫子駅 徒歩 1０分）
090-７１９１-１８６３ （染谷）
１３時頃(昼食前に解散となります）

場
所

千葉市 海浜幕張駅南口

時
間

９時～９時３０分

解散

(JR 海浜幕張駅南口 徒歩１分）

１３時頃(昼食前に解散となります）

問合せ ☎043-309-5606 千葉県ウオーキング協会
※ ニュース９月号に１０月手賀沼教室開催日が間違って
記載されました。（正）１０月１６日(土)です。
（誤）１０/２３（土） 訂正させていただきます。
Ｃリーグ行事変更のお知らせ
・船橋歩 ９/１１（土）「フリーウオークⅣ秋の味覚を求めて」
は中止となりました。
12/30（木） 「年忘れウオーク」 を C リーグと致します。
９月号記事の訂正
・船橋歩 １０/２７(水) 「平日散歩/津田沼」 の解散場所
(正) 津田沼１丁目公園（ＪＲ総武線津田沼駅 徒歩５分）
(誤) 天沼弁天池公園（ＪＲ総武線津田沼駅 ３分）
１０ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１1 月３日(水祝)
９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／みどり台駅（京成千葉線）
参加費／無料
解 散／１4 時まで 千葉中央駅（京成千葉線）
コース／みどり台駅～幸町公園～千葉ポートパーク～さ
ざなみ橋～白旗神社～亥鼻公園(千葉城)～千葉中央駅
２

CWA ニュース
２０２１．１０

大町自然公園から日ハム球場へ

１２ ｋｍ

催／いちかわ歩こう会 090-1031-6318(矢田貝)
時／１１月４日（木） ９時～９時３０分
自由歩行：受付後順次出発
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
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。
主
日

利根運河と柏の葉公園を訪ねるみち 500 選
１０ ｋｍ

090-3345-８７５０ （古宮）

「さわやかウオークを歩こう」

○みどころ ポートタワーからの秋空に生える千葉港を堪
能ください。65 才以上は証明書があれば無料です。

《500 選 千葉-09》《Ｃリーグ》
主 催／北総歩こう会
090-2320-4793（青木）
日 時／１１月１０日（水）９時～９時３０分
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／運河駅自由通路西口（東武野田線）
参加費／北総歩１００円 ・ＣＷＡ加盟団体２００円 ・
その他３００円
解 散／１０時３０分～１２時３０分まで 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）
コース／運河駅西口～運河水辺公園～眺望の丘～東深
井近隣公園～柏の葉公園～駒木交差点～おおたかの森
駅南口公園
○みどころ 運河橋を渡り運河水辺公園に向かう。浮橋
で利根運河を渡り遊歩道を進み絶景を楽しむ。眺望の丘
を過ぎ運河を離れ、東深井地区公園を経て柏の葉公園を
目指す。バラ園・日本庭園・桜の広場など一年中楽しめま
す。流山おおたかの森駅まではわかりやすいルートにしま
した。時季を変え歩きたい定番のコースです。
フリーウオークⅤ/沼南の里山

１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／船橋歩こう会
090-7703-3782
日 時／１１月１１日(木) ９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／増尾駅東口(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 高柳駅(東武アーバンパークライン)
コース／増尾駅～法林寺(銀杏)～増尾城址総合公園～
増尾湧水～廣幡八幡宮～寿量寺～神明社～善龍寺～
福寿院～高柳駅
○みどころ 柏記の沼南地区に点在する市指定の文化
財と天然記念物や歴史的遺跡のある寺社を訪ねます。
真間川全域を歩く

１１ ｋｍ

主
日

催／いちかわ歩こう会
090-4559-0717 (武部)
時／１１月１２日（金） ９時～９時３０分
自由歩行：受付後順次出発
団体歩行：９時３０分出発
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 徒歩１５分)
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１時３０分～１４時まで 二俣新町駅前（ＪＲ京葉
線）
コース／市川関所跡～手児奈霊神堂～菅野橋（交通公
園）～富貴島橋～境橋～コルトンプラザ～中山橋～原木
橋～真間川水門～二俣新町駅前
〇みどころ 万葉集にも詠われた「真間の入江」から名付
けられたという真間川は江戸川から東京湾に至る放水路と
なっています。市川市中心部の川べりの土手には桜並木
が続き、今でも市内屈指の桜の名所となっています。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。
第２回新川チャレンジウオーク

８～６０ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１１月１４日(日)
７時～９時
受付後順次スタート自由歩行
集 合／大和田第三公園（京成線京成大和田 ５分）
参加費／船歩３００円 ・その他５００円
解 散／１６時まで 大和田第三公園（京成線京成大和
田駅 徒歩５分）
コース／大和田第三公園を起点として新川をさかのぼる
８、１２、１７、２１、３０ｋｍの周回コースです
○みどころ 秋のさわやかな風を受けながら新川の川畔
を歩いてください。
○その他 途中通過点では通過に際して時間制限が
あります。
松戸から矢切へ名所めぐり

８ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-2320-4793（青木）
日 時／１１月１５日（月）９時～９時３０分
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／松戸駅西口ペデストリアンデッキ（ＪＲ常磐線・新
京成線 松戸駅西口 徒歩１分
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１０ 時～１ ２時まで 矢切駅前広場（ 北総線）
※バスで松戸駅（２２０円 約１５分）・市川駅（２５
０円 約２０分）も可能

コース／松戸駅西口～戸定邸～浅間神社～矢切富士見
公園～矢切神社・矢喰村庚申塚～野菊苑・西蓮寺～矢切
の渡し～柳原水閘～栗山配水塔～矢切駅前広場
○みどころ 松戸駅から戸定邸及び浅間神社を見て矢
切富士見公園で眺望を楽しむ。矢切神社から野菊の墓を
見て大坂を下り、ネギ畑を進み江戸川土手に登ると矢切
の渡し。北総線江戸川橋梁で土手を降り、坂川沿いに柳
原水閘で一休み。野菊の里浄水場の横を通り、坂を登り
栗山配水塔の正面に回り込むと、ゴールの矢切駅は近
い。

「戸定邸」
利根川沿いのフリーウオーク

１５ 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／１１月１７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（ＪＲ成田線（我孫子～成田））
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１２時頃～１４時３０分まで （ＪＲ成田線安食駅待
合室付近）
むらさきの里と清水公園

８ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１１月２０日(土)
９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／野田市駅東口駅前広場(東武アーバンパークラ
イン）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１３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～郷土資料館～高梨本家～野田橋～
欅ホール～キノエネ醤油～清水公園～清水公園駅
○みどころ 醤油の町野田の名所を回ります。清水公園
はちょうど紅葉が見頃でしょう。
香取神宮ウオーク

５／１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／東総歩こう会
080-5834-6557（齋藤）
日 時／１１月２1 日(日) ９時３０分～１０時３０
分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／佐原駅南口（ＪＲ成田線）
参加費／東総歩無料 ・その他３００円
解 散／１４時３０分頃 佐原駅南口
ＣＷＡニュース
２０２１．１０

３

コース／５ｋｍ：佐原駅～小野川～忠敬橋～町並み～道
の駅川の駅～佐原駅 １０ｋｍ：佐原駅～小野川～忠敬
橋～町並み～八坂神社～香取神宮～道の駅～佐原駅
○みどころ 香取神宮には地元をはじめ、茨城県南部市
町村の菊花愛好家たちが丹精込めて育てた作品が約５０
０点展示されます。周辺には菊花の香りが漂います。年初
の混雑を避け「お先参り」としてください。

集

合／稲毛公園（ＪＲ総武線稲毛駅西口 徒歩１５分、
京成線京成稲毛駅 徒歩７分）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時頃 千葉寺(京成千原線千葉寺駅 徒歩
１０分）
コース／稲毛公園～千葉大学構内～鉄道連隊材料廠～
千葉公園（演習用トンネル）～旧千葉駅～千葉神社（一次
解散：７ｋｍ）～蓮池通り～郷土博物館～千葉寺
○みどころ 大正・昭和の千葉市内の史跡巡り 明治・大
正・昭和の文人墨客に愛された海の保養地稲毛海岸。軍
都千葉の鉄道連隊施設、旧千葉駅跡、千葉氏ゆかりの神
社（千葉神社）、亥鼻城址、中世の史跡千葉寺
常盤平の紅葉

「香取神宮の菊」
第２８回千葉市スポレク祭ウオーク

８ ｋｍ

070-5027-4361（安保）
主 催／ちば歩こう会
日 時／１１月２２日(月) ９時
団体歩行
集 合／誉田駅前広場（ＪＲ外房線誉田駅 徒歩２分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・千葉市民１００円 ・
その他３００円
解 散／１１時３０分頃 ちはら台駅前（京成線）
コース／誉田駅前広場～グリーンヒル団地内側道～瀬又
地区農道～村田川～かずさの道～京成線ちはら台駅
○みどころ 市原市内（前半）と千葉市緑区内（後半）を
歩きます。 村田川の野鳥観測が期待です。
北総線沿線フリーウオーク
１７／２１／２３／３３／４１ ｋｍ
主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１１月２３日(火祝) ８時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／新鎌ふれあい公園（東武線・新京成線新鎌ヶ谷
駅 徒歩３分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１７ｋｍ：印西牧の原駅（北総鉄道北総線） ２１ｋ
ｍ：印旛日本医大駅（北総鉄道北総線） 共に１４時３０分
まで ２３／３３／４１ｋｍ：１６時３０分まで 新鎌ふれあい公
園
○その他 参加コースにより解散地が異なります

主
日
４

10 ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-9231-6664（島）
日 時／１１月２７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／宮前公園（ＪＲ武蔵野線 新八柱駅、新京成線
八柱駅 徒歩３分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１０時３０分～１２時３０分まで 宮前公園
コース／宮前公園～徳蔵院～かぶと公園～金ケ作公園
～しょうぶ公園～桜橋～宮前公園
○みどころ 春、桜が散るとケヤキ並木が芽吹き始め、
日に日に緑濃くなり、真夏は優しい木陰を作りその下で赤
児はまどろむ。そんな常盤平の道を今度は晩秋に歩きま
す。赤や黄、茶色に染まった道・公園を巡り紅葉のグラデ
ーションを楽しみましょう。軽やかな足音をプラスして。
市川の縄文時代を訪ねて

1２ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／いちかわ歩こう会
090-2645-6086 （鈴木）
日 時／１１月２８日（日） ９時～９時３０分
自由歩行：受付後順次出発
団体歩行：９時３０分出発
集 合／藤原こばと公園（ＪＲ武蔵野線 船橋法典駅
徒歩 ８分）
参加費／いちかわ歩２００円 ・その他３００円
解 散／１１時～１４時３０分まで 堀之内公園（北総線
北国分駅 徒歩４分）
コース／藤原こばと公園～姥山貝塚公園～大野公民館
～弁天池公園～曽谷貝塚公園～道の駅いちかわ～堀之
内貝塚公園～歴史博物館～堀之内公園
○みどころ 市川の代表する３つの貝塚公園を歩きます。
現在でも表層に多数の貝殻を確認できる公園を縄文時代
に思いを馳せて歩きませんか。途中、「道の駅いちかわ」

第２０９回 「千葉市市制 100 周年記念・100 歳まで

では昼食・お買い物を、そして歴史博物館では市川の歴

元気で歩こう」

史を見学等も楽しんで頂けます。地図だけで歩くのは心

《Ｃリーグ》
催／ちば歩こう会
時／１１月２５日(木)
CWA ニュース
２０２１．１０

７／１１ ｋｍ

配な方は団体歩行にご参加ください。
090-8305-6601（日向）
９時
団体歩行

