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2021 年１１月号
第５６回鎌倉歴史探訪ウオーク

１２ ｋｍ

「大船観音 巨福呂坂切通し」
主 催／ＪＷＡ
☎03-5816-2175
主 管／ＣＷＡ
☎043-309-5606（火～金 13～15：30）
日 時／１２月１９日(日)
９時３０分～１０時
集 合／大船駅 モノレール広場 受付後 自由歩行
参加費／ＪＷＡ個人会員８００円 その他１０００円
事前予約のみ（郵便振込・JWA 事務所・ネット）
解 散／ 由比ヶ浜・鎌倉海浜公園 11：30～13：30
コース／モノレール広場～砂押川～散在ヶ池森林公園～巨
福呂坂切通し～鶴岡八幡宮～由比ヶ浜・鎌倉海浜公園（ゴー
ル）
〇みどころ 一年の締めくくりは、５６回目を迎える鎌倉歩き
納めウオークで楽しみませんか。コースは鎌倉幕府が切り開
いた国道・七切通しの 7 コースと鎌倉の五山を巡るコースで
す。
〇注 記 表記コースはＣＷＡが主管して開催します。
他に７コースあります。詳しくはパンフレットを参照願います。
（ＣＷＡ・加盟団体にあります。例会参加時に入手願います）
尚、今年は事前予約のみになります。
２０２２新春初詣ウオーク
５／１０ ｋｍ
《 Ｃ リーグ 》

《Ｃリーグ》
主 催／ＣＷＡ
☎043-309-5606（火～金 13～15：30）
当日
080-5403-2042（海宝）
主 管／東総歩こう会
日 時／ １月５日(水)
10 時～10 時 30 分
集 合／ 双葉小校庭 ＪＲ銚子駅徒歩３分
受付後 自由歩行
参加費／ 一律３００円
解 散／ 5Km ウオッセ 11時30分頃
10 Km 河岸公園 14時頃（銚子駅徒歩５分）
コース／双葉小～飯沼観音～川口神社～千人塚～ウォッセ
（5ｋｍゴール）～大型船水揚場～マグロ市場～河岸公園（10ｋ
ｍゴール）
○みどころ 新春を銚子で迎えましょう。園福寺（飯沼観音）

編集責任者 山本 利美

は板東三十三カ所観音霊場の二十七番札所です。
弘仁年間(810～824)に東国を巡っていた弘法大師が開眼し
た伝えられている名刹です。ウォッセ 21 では水産物の買い物
や海鮮の食事はいかがでしょうか？後半は利根川に沿って
造られた漁港と大漁旗で飾られた漁船を眺めながらのウォー
クとなります。お待ちしております。

「銚子漁港～大漁旗を眺めながら」
。

１２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

受

１2 月１８日
(土)

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
090-7191-1863 （染谷）
１３時頃(昼食前に解散となります）

１２月は県内 1 箇所で開催します（雨天中止の場合有り）
問合せ ☎043-309-5606 千葉県ウオーキング協会
※ 幕張ウオーキング教室は、１０月～１２月は休止とさせて
いただきます。
東葛ウォーキングクラブの１１月２３日「北総線沿線Ｆフリ
ーウオーク」は、Ｃリーグ対象行事です。ニュース１０月
号に不記載となっていました。訂正いたします。。
ＣＷＡニュース
２０２1．１1

１

おめでとうございます
千葉県 YR３０特別企画（４０コース）
ＣＷＡの中山直巳さん
完歩いたしました。

おめでとうございます
ＣＷＡパスポート下記５名の方達成されました。
ちば歩こう会 鎌田清子様
ちば歩こう会 森川宣子様
北総歩こう会 中尾民彦様
ＣＷＡ
平山健治様
ＣＷＡ
遠藤啓一様
佐倉カルチャーウオーク

１６／２７ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１２月１日(水) ９時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／四街道丁目公園（ＪＲ総武本線四街道駅 徒歩３
分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体会員無料 ・その他３００円
解 散／１２時頃から１４時まで １６ｋｍ：町田公園（ＪＲ佐
倉駅南口 徒歩２分） ２７ｋｍ：四街道駅
○その他 ２７km は物井駅を通ります
「平日わいわいウオーク」
日ハム球場等から貝柄山公園へ

８ ｋｍ

主 催／いちかわ歩こう会
090-2737-9860 (川田)
日 時／１２月２日（木） ９時３０分
団体歩行
集 合／道野辺本町公園（東武アーバンパークライン鎌
ケ谷駅 徒歩５分）
参加費／いちかわ歩１００円 ・その他３００円
解 散／ １２時３０分頃 北初富駅（新京成線）
コース／道野辺本町公園～道野辺八幡神社～鎌ケ谷市
民の森～三橋家の墓～日ハム鎌ケ谷球場 ～東中沢ふ
れあい緑道～下総小金中野牧跡（捕込）～北初富駅
〇みどころ 市民の森や貝柄山公園等では秋の風景が
満喫できます。また日ハム球場では有名な選手に逢える
かも知れませんね。緑が多い初冬の鎌ケ谷地区を楽しく
歩きます。ご参加お待ちしております。
紅葉の「もみじ山」を訪ねて

１３ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／いちかわ歩こう会
080-9087-6331 （永谷）
日 時／１２月４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分スタート
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２００円 ・その他３００円
解 散／１２時～１４時３０分まで 万葉植物園（ＪＲ武蔵野
２

CWA ニュース
２０２１．１１

線市川大野駅 徒歩５分）
コース／みかど公園～くろまつ公園～市民キャンプ場～
市川霊園～観賞植物園～大町もみじ山～駒形大神社～
万葉植物園
○みどころ 大町もみじ山（私有地）は、周辺の観賞植物
園や動植物園の木々と素晴らしくマッチし、毎年素敵な紅
葉を見せてくれています。今年の紅葉も是非期待通りにな
って欲しいと思います。楽しみにご参加下さい。
東総歩忘年ウオーク

７ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／東総歩こう会
090-3080-8151（押尾）
日 時／１２月５日（日) ９時～１０時 自由歩行
集 合／匝りの里（ＪＲ総武本線八日市場駅 徒歩１分）
参加費／東総歩無料 ・その他３００円
解 散／自由解散 八日市場駅
コース／匝りの里～白山神社～熊野神社～そうさ記念公
園～水神社～甲子神社～星宮神社～愛宕神社～天神山
公園（浅間神社・天満宮）～八日市場駅
○みどころ 八日市場市内の神社巡りです。曲がり角に
は、「八社参り」の看板がありますので、比較的歩きやすい
と思います。７キロコースですので、昼には解散になります。
☆ 車利用時は「匝りの里駐車場」西側の空き地へ駐車し
てください。（消防団倉庫線路寄りへ）
年忘れ「布施弁天」お参りウオーク

１１ ｋｍ

《Ｃリーグ》
催／北総歩こう会
090-7191-1863（染谷）
時／１２月６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／旧柏そごう前（ＪＲ常磐線・東武野田線 柏駅東
口 徒歩１分）
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～１３時まで 我孫子ふれあい広場
（ＪＲ常磐線我孫子駅 徒歩３分）
コース／旧柏そごう前～松ヶ崎城址～布施弁天～あけぼ
の山農業公園～我孫子ふれあい広場
○みどころ 「布施の弁天さま」として親しまれ、浅草寺弁
天堂、江の島弁天堂と共に関東三弁天の一つに数えられ
ている「布施弁財天」を訪ねます。初詣ではにぎわう弁天
さまですが、コロナ禍のこの一年の無事を感謝するととも
に、来年は歩ける良い年になるよう祈念しましょう。

主
日

「健康ハイク」を歩こう
主
日

１０ ｋｍ

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１２月７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／常盤平駅北口（新京成線）
参加費／全員無料
解 散／１4 時まで 八柱駅北口駅（新京成線）

コース／常盤平駅～かもめ公園～ユーカリ交通公園～テ
ラスモール松戸～２１世紀の森と広場～八柱駅
○みどころ １１月１０日から開始予定の「第８１回新京成
沿線健康ハイキング」を例会として開催します。晩秋の小
金原から 21 世紀の森を巡ります。
忘年ウオーク

１０ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会
070-5577-2282（丹羽）
日 時／１２月１１日(土) ９時～１０時 自由歩行
集 合／菰池公園（ＪＲ蘇我駅 徒歩１０分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１時３０分～１３時まで 通町公園（ＪＲ千葉駅
徒歩１２分）
コース／菰池公園～青葉の森公園～都市緑化植物園～
丹後堰公園～本町公園～通町公園
○みどころ 今年も忘年ウオークは自由歩行です。お馴
染みの公園を巡ります
納会ウオーク
～里見公園からじゅんさい緑地へ～

８ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１２月１２日(日) 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分スタート
集 合／江戸川堤防（京成線国府台駅 徒歩３分)
参加費／船歩会員無料 ・その他３００円
解 散／１３時まで 国府台駅(京成線) 団体歩行は１２時
頃到着予定
コース／江戸川堤防～里見公園～栗山浄水場～西蓮
寺(野菊の墓文学碑)～じゅんさい緑地～市川スポーツセ
ンター～弘法寺～手児奈霊堂～国府台駅
○みどころ 冬景色に染まりつつある江戸川から里見公
園と栗山浄水場を経由して西蓮寺、じゅんさい池緑地を
歩きます。天候に恵まれれば里見公園と西蓮寺の展望台
からは東京タワーとスカイツリーが望めます。ひょっとしたら
富士山も望めるかもしれません。
流山の古墳と利根運河

８ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
☎ 04-7133-1589（平野）
日 時／１２月１３日（月）９時３０分～１０時
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／江戸川台駅前広場（東武野田線江戸川台駅
徒歩１分）
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１１時～１２時まで 運河駅東口前通路（東武野
田線 徒歩１分）
コース／江戸川台駅前広場～平方観音～オランダ様～
浄信寺～安蒜家板石塔婆～旧日光街道～東深井地区公
園～東深井古墳の森～眺望の丘～運河駅東口前通路
○みどころ 江戸川台駅から運河駅間のウオークですが、
前半は線路の西側の旧跡を巡り、踏切を渡った後半は東

側のおなじみ古墳公園を経て利根運河を辿ります。
布施の弁財天で忘年ウオーク １０／１６／２８ ｋｍ
主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１２月１５日(水) ９時～１０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常磐線緩行・千代田線北
柏駅南口 徒歩１０分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１２時から１６時まで 北柏ふるさと公園
○その他 「お楽しみ抽選（外れあり）」開催の予定
荷風・ひさし文学の道

１２ ｋ

主 催／いちかわ歩こう会
080-8020-1824（杉本）
日 時／１２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分スタート
集 合／葛飾八幡宮境内（ＪＲ総武線本八幡駅 徒歩８分、
京成線京成八幡駅 徒歩４分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１時３０分～１４時３０分 国府台駅前(京成線)
コース／葛飾八幡宮～水木洋子邸～荷風の散歩道～元
菅の湯～幸田露伴旧居～市川文学の道～下総国分尼寺
～井上ひさし新居～じゅん菜池緑地～国府台駅
〇みどころ 市川は古くから多くの文人が居を構え文学
の町として知られています。今回は昭和時代に市川に住
んでいた永井荷風、井上ひさし、幸田露伴、水木洋子等
の住宅やよく通った店などを訪ねます。また歌手のさだま
さしが通った「銭湯」や、「ラーメン店」も訪ねます。市川の
昭和を思い浮かべて歩くのも楽しいでしょう。
流山七福神巡り⑤

８ ｋｌｍ

主 催／北総歩こう会
☎ 04-7133-1589（平野）
日 時／１２月２０日(月) ９時３０分～１０時
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／流山おおたかの森駅南口公園（東武野田線・Ｔ
Ｘ線 流山おおたかの森駅 徒歩２分）
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１１時～１２時まで 西初石ふれあいの森(初石公
民館横） (東武野田線初石駅 徒歩５分）
コース／流山おおたかの森駅南口公園～市野谷水鳥の
池～市野谷の森～花輪城址公園～西栄寺（福禄寿）～流
山コミュニティプラザ～西初石ふれあいの森
○みどころ 七福神が流山市全域に広がっているため２
０１７年から５年がかりの七福神巡りも今回が最終回です。
冬の訪れを探して昭和の森へ
主
日

９ ｋｍ

《Ｃリーグ》
090-7703-3782
催／船橋歩こう会
時／１２月２１日(火) ９時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
ＣＷＡニュース
２０２１．１１

３

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～創造の杜公園～ふれあい広場公園～
昭和の森(四季の道・展望台・太陽の広場)～とけあい通り
～土気駅
○みどころ 今では大規模な宅地開発が進んでいる土
気地区の、公園を巡りながら「昭和の森」を訪れます。広大
な公園内では、色々な冬の訪れを感じることが出来るでし
ょう。展望台からは雄大な太平洋（九十九里浜）が展望で
きますので、是非お立ち寄りください。
平日楽々W「年の瀬ウオーク」

１０ ｋｍ

090-1507-6803（佐藤）
１０時～１０時３０分
自由歩行
集 合／高洲公園（ＪＲ京葉線稲毛海岸駅 徒歩５分）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１２時～１３時まで 通町公園（ＪＲ千葉駅 徒歩１
２分）
コース／高洲公園～稲毛海浜公園～地方卸売市場～み
なと公園～千葉駅前大通り～千葉中央公園～通町公園
○みどころ 師走の街並みをお楽しみください。千葉駅
前大通りや千葉中央公園のクリスマス飾りもお楽しみに
主
日

催／ちば歩こう会
時／１２月２３日(木)

東葛で歩き納めウオーク

１２／２６／３６ ｋｍ

《500 選１２－２》 《Ｃリーグ》
主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１２月２５日(土)、８時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合 ／ １ ２ ｋ ｍ ・ ３ ６ km ： 新 検 見 川 公 園 （ Ｊ Ｒ 総 武 線
新検見川駅 徒歩３分 西友の裏） ２６km：大和田南第一
公園（ＷＣなし）（京成線京成大和田駅 徒歩２分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１２km：１３時まで 大和田南第一公園 他は１２
時～１６時まで 柏駅東口 旧そごう大時計下付近
○その他 １２km・３６km 参加者で 500 選「１２－２」の
押印希望は新検見川公園にて申し出を
利根運河とコウノトリ

１０ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-2405-8353（遠藤）
日 時／１２月２６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／運河駅東口ファミリーマート横(東武野田線 運
河駅徒歩 1 分)
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１１時～１３時３０分まで 運河駅東口ファミリーマ
ート横
コース／運河駅東口～東京理科大入口～国道１６号くぐ
る～こうのとりの里～梅郷１１号公園～野田さくら霊園～東
京理科大グランド脇～東京理科大入口～運河駅東口
○みどころ 風光豊かな利根運河を歩き、こうのとりの里
４

CWA ニュース
２０２１．１１

でコウノトリが見られます。㊟途中にコンビニがありません、
途中昼食を食べる方は事前に用意をしてご参加ください。
年忘れウオーク

８～３０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／船橋歩こう会
090-7703-3782
日 時／１２月３０日(木)
８時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
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／１５時まで 天沼弁天池公園
コース／船橋駅北口駅を起点とした８，１０，１４，３０ｋｍの
周回コース
○みどころ 恒例になった年末の行事です。３０ｋｍコー
スを新設しました。時間の許す限り何周でもどうぞ。
下総・いちかわ今昔の道ウオーク報告
10 月 11 日(月・祝) 晴れ 8/14K 参加者 135 名
緊急事態宣言明け後の初めてのＣＷＡ行事でしたので
皆さまにご参加いただけるか心配でしたが、多数の方にご
参加いただきありがとうございました。
当日の朝方は曇りで絶好のウオーキング日和でしたが、
次第に暑くなり久しぶりのウオーキングという方も多く 8ｋｍ
でゴールされた方が半数以上になりました。14ｋｍの完歩
者もきつかったといいながらも表情には歩けることの喜び
が出ていたように思います。役員一同も元気を頂きまし
た。
コロナについては、大分落ち着いてまいりましたが、今
後も気を緩めることなく感染予防に留意しながら行事を進
めて参りたいと存じます。皆さまのご参加お待ちしておりま
す。
投稿者 山本利美
忠敬銅像建立２０周年記念ウオーク報告
10 月 18 日(月) 晴れ
10K 参加者 106 名
富岡八幡宮の伊能忠敬銅像建立２０周年を記念して企
画致しましたウオークです。山手線の新駅である高輪ゲー
トウェイ駅からスタートして、江戸の入口である高輪大木戸
跡から芝公園内にある伊能忠敬測地遺功表を経て浜離
宮、築地場外市場、忠敬旧住居跡を見学するコースで
す。
ゴールの富岡八幡宮では恒例の銅像清掃を行ないました。
ウオーカーの神様ともいうべき忠敬像を心を込めて清掃さ
せて頂きました。
当日は日本晴れで気持ちよく歩かれたと思います。皆さ
まマスクをしてマナーを守ってウオーキングして頂き感謝
申し上げます。ゴールでは富岡八幡宮より記念品、伊能
忠敬研究会より伊能地図・ファイルを提供頂きました。
今年は銅像建立２０周年のみならず、伊能地図が作成
されて２００年にも当たります。資料館を見学なされた方も
いらっしゃると思いますが、改めて先人の偉大さを感じて
頂けたのではないかと思います。
投稿者 山本利美

