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毎月 1 日発行

2021 年 12 月号
２０２２新春初詣ウオーク

★シヨートコース（団体／自由歩行・総キロ数 ４４Ｋｍ）

５／10 ｋｍ

《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 ウォッセ 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～千人塚～ウォッセ（5ｋｍゴー
ル）～大型船水揚～マグロ市場～河岸公園（10ｋｍ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）
は板東三十三カ所観音霊場の二十七番札所です。
ウオッセ 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
れた漁港を眺めながらのウオークとなります。
第２１回 忠敬江戸入りフォーデーウオーク
「佐原から江戸へ１１０ Ｋｍ」
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。
《Ｃリーグ》
《５００選》 千葉－０４（２０日）千葉－０１（２２日）
主 催／ＣＷＡ
☎043-309-5606（火～金 13～15：30）
日 時／２０２２年１月２０日(木)～ １月２３日(日)
★ロングコース（自由歩行・総キロ数 １３１Ｋｍ）
期日

集合場所

距離

最寄り駅

1/20(木) 諏訪公園・忠敬銅像前
３０ｋm
1/21(金)
３８ｋm

ＪＲ佐原駅５分

集合
時間

9:20

栗山公園（市役所通り） ８：００~

ＪＲ成田駅５分

スタート
受付後

ゴール
（解散場所）
成田山 新勝寺

スタート 受付 １６時まで
受付後

手賀沼公園

８：３０ スタート 受付

１６時まで

京成国府台駅
1/22(土)
手賀沼公園
８：００~ 受付後
３８Ｋｍ ＪＲ我孫子駅１０分 ８：３0 スタート 受付 １６時まで
1/23(日)
２５Ｋｍ

アイ・リンクタウン３階 ９：００~

ＪＲ市川駅２分

受付後

編集責任者 山本 利美

富岡八幡宮

９：１５ スタート 受付

１４時まで

期日

集合場所

距離

最寄り駅

1/20(木） 諏訪公園・忠敬銅像前
１０Ｋｍ

ＪＲ佐原駅５分

1/21(金)
１０ｋm

栗山公園(市役所通り)
JR･京成 成田駅５分

1/22(土)
手賀沼公園
13/8kⅿ ＪＲ我孫子駅１０分
1/23(日)
１１Ｋⅿ

亀戸中央公園
ＪＲ平井駅１５分

集合
時間

9:20
9:00

スタート
受付後

佐原駅忠敬翁銅像前

スタート 佐原駅／１３時頃

9:15

９：００
受付後
～
スタート
９：３０

9:00

ゴール
（解散場所）

9:30

成田山新勝寺 総門前

１２時頃
13Km東武豊四季駅前
13時30分まで
８Km北柏橋
(JR北柏駅5分)12時まで

富岡八幡宮
受付 １４時まで

参加費／当日参加（１日参加券） ３００円
／４日間通し券（事前申込み） １０００円
★事前申込み締切り日
１月１０日（月・祝）
※４日間の完歩・表彰最終日ゴール受付にて行ないます。
＊CWA および加盟団体の例会時等にて事前受付致します。
★久しぶりの複数日開催行事です。
佐原の忠敬像からスタートして
ゴールの富岡八幡宮忠敬像まで
１１０キロを歩く恒例の行事です。
ＣＷＡそごうイヤーラウンド基地フロア変更のお知らせ
１１月２９日より、現在の３階フロアから５階フロア（神士服売場
の一角）へ移転致しました。
CWA 事務所「年末年始休み」のお知らせ
12 月 28 日（火）～1 月 5 日（水）まで CWA 事務所は年末年始
のお休みをさせていただきます。
業務開始は 1 月 6 日（木）からとなります。
おめでとうございます
ＣＷＡパスポート下記１０名の方が達成されました
ちば歩 金子隆男様
安倍洋子様
北総歩 加藤洋子様
東総歩 林 ヒロ子様
ＣＷＡ 吉澤忠良様
古宮 誠様 矢田貝君子様
吉田町子様
ＣＷＡ 釣 笑美子様 武田幸彦様
ＣＷＡニュース
２０２1．１２

１

元日の水戸街道ひたすらウオーク

３３ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１月１日(土) ７時～９時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／日本橋・日本橋観光案内所裏（ＪＲ山手線東京
駅日本橋口 徒歩５分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１６時まで 柏駅南口改札前広場
○その他 １．ゴールが変わりました。御注意ください。
柴又七福神「寅さん」初詣

１２ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／いちかわ歩こう会 080-3402-8093(佐々木)
日 時／１月４日（火） ８時３０分～９時
団体歩行：９時出発 途中から自由歩行
集 合／アイリンクタウン３F 広場（ＪＲ総武線市川駅南口
徒歩 １分）
参加費／いちかわ歩２００円 ・その他３００円
解 散／１２時～１２時４５分まで とまり木児童公園（京成
線柴又駅 徒歩１０分）
コース／アイ・リンクタウン～市川橋～江戸川堤防～親水
さくら街道～医王寺（恵比寿天）～宝生寺（大黒天）～鎌
倉公園（ここから自由歩行）～観蔵寺（寿老人）～良寛寺
（布袋尊）～真勝院（弁財天）～万福寺（福禄寿）～とまり
木児童公園（ゴール受付）～題経寺（毘沙門天）～京成柴
又駅
○みどころ 新年の歩き始めは恒例の「柴又七福神」を
人気復活の「寅さん」と廻りましょう。ゴール後は情緒溢れ
る柴又の正月風景をお楽しみください。
初詣ウオーク「香取神宮」

１１ ｋｍ

主 催／ちば歩こう会
080-3156-7482（田口）
日 時／１月８日(土) ９時３０分 団体歩行
集 合／佐原駅前広場（ＪＲ成田線）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１３時３０分頃 佐原駅前
コース／佐原駅前～小野川縁～新部～香取神宮～篠原
～道の駅水郷さわら～川岸公園（ここから自由歩行）～佐
原駅前
○みどころ 香取神宮は下総国一宮であり、日本全国
に約４００社ある香取神社の総本社です。一年の安寧を祈
願に出向きます。小野川縁から佐原の里山を巡ります。
松戸の富士塚
主
日
集
２

松戸の七福神①

１１ ｋｍ

090-2320-4793（青木）
催／北総歩こう会
時／１月１０日（月祝）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１００円 ・ＣＷＡ加盟団体会員２００円 ・
その他３００円
解 散／１０時３０分～１２時３０分まで 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／松戸駅西口～善照寺（布袋尊）～松戸神社～宝
蔵院（大黒天）～坂川親水広場～二十世紀公園～和名ヶ
谷スポーツセンター～徳蔵院（寿老人）～宮前公園
○みどころ 七福神めぐりで松戸を一回りする企画の初
回です、名所七福神のうち三福神を巡ります。松戸駅から
善照寺（布袋尊）及び松戸神社を参拝し、矢切の宝蔵院
（大黒天）に進み坂川親水広場で一休み。二十世紀公
園・和名ヶ谷スポーツセンターを経て国分川沿いを歩き、
徳蔵院（寿老人）を参拝し宮前公園でゴール。
主
日

松戸で新春初詣ウオーク

６ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／１月１２日(水) ９時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／松戸駅西口広場（ＪＲ常磐線松戸駅 改札口を
右に徒歩１分
参加費／ＣＷＡ加盟団体会員無料 ・その他３００円
解 散／１３時３０分まで 下矢切バス停（バスで松戸駅ま
たは市川駅へお帰りください）
○その他 矢切の渡し付近で一次解散あり

１０ ｋｍ

《Ｃリーグ》
催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１月９日(日)
９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
合／松戸西口公園（ＪＲ常磐線・新京成線 松戸駅
徒歩３分）
CWA ニュース
２０２１．１２

参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１4 時まで 松戸西口公園
コース／松戸西口公園～松戸神社～戸定邸～浅間神社
～胡録神社～雷電神社～金山神社～松戸西口公園
○みどころ 新春におめでたい富士塚のある松戸周辺の
５つの神社を巡ります。
この例会は時間の許す限り何周でもどうぞ。但し IVV の回
数は何周しようとも 1 回です。

「矢切の渡し付近」

市川七福神めぐり

９／１７ ｋｍ

主
日

催／いちかわ歩こう会
080-8020-1824（杉本）
時／１月１５日（土） ８時３０分～９時
団体歩行 ９時出発
集 合／アイリンクタウン３F 広場 （ＪＲ総武線市川駅南口
徒歩１分）
参加費／いちかわ歩１００円 ・その他３００円
解 散／９ｋｍ:１２時頃 本将寺（ＪＲ武蔵野線市川大野駅
徒歩１０分）
１７km：１５時頃 安養寺（メトロ東西線原木中山
駅 徒歩８分）
コース／ アイリンクタウン～手児奈霊神堂～国分寺（毘
沙門天）～曽谷公民館～所願寺（恵比寿天）～本将寺（大
黒天）（９㎞ゴール）～大野公民館～妙正寺（福禄寿・寿老
人）～奥の院（弁財天）～信篤公民館～安養寺（布袋尊）
(１７㎞ゴール)
〇みどころ ２０２１年にコース見直しをして実施予定でし
たがコロナ禍で中止となり、今回初めてのコースとなります。
１７ｋｍロングコースの七福神を参拝するのまでは無理だと
お考えの方でも、９ｋｍショートコースは三福神までの参拝
ですが、ゴールの本将寺には七福神を一度に拝むことが
できる石碑もあります。
東葛の中世城郭 PartⅤ(我孫子編)

１２ ｋｍ

090-7722-0821 （渡邊）
主 催／北総歩こう会
日 時／１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／湖北台中央公園（ＪＲ成田線湖北駅南口 徒歩
１０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 我孫子ふれあい
広場（ＪＲ常磐線我孫子駅 徒歩３分）
コース／湖北台中央公園～芝原城跡(中峠城跡)～柴崎
城跡(我孫子第三小学校)～柴崎台中央公園～我孫子城
跡(並木 6 丁目)～久寺家城跡(寳蔵寺)～我孫子ふれあい
広場
○みどころ 今回は手賀沼の北側、湖北から我孫子間
にある四か所の城跡を訪ねます。利根川・古利根沼等利
根川水系の雄大な景色を眺めながら、また筑波山を遠く
に望んで楽しく歩きましょう。
平日散歩/西船橋
主
日

８ ｋｍ

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１月１８日(火) 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／西船橋近隣公園（ＪＲ総武線・武蔵野線・東京メト
ロ東西線・東葉高速線 西船橋駅 徒歩１０分)
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１３時まで みかど公園（ＪＲ武蔵野線市川大野駅

徒歩５分) 団体歩行は１２時頃到着予定
コース／西船橋近隣公園～浅間神社～けやき公苑～み
どり公園～みかど公園
○みどころ 昨年から二度中止になってしまった定番コ
ースです。今度は実施できるよう祈ってください。

「浅間神社」
平日楽々W「佐倉七福神めぐり」

９ ｋｍ

080-5028-2343（三枝）
催／ちば歩こう会
時／１月２７日(木) ９時３０分
自由歩行 希望者は団体歩行
集 合／小沼公園（ＪＲ総武本線佐倉駅北口 徒歩５分）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１１時３０分～１３時まで ＪＲ佐倉駅北口（ＪＲ総武
本線）
コース／小沼公園 ～大聖院 ～佐倉城址公園 ～麻賀
多神社 ～嶺南寺・
宗圓寺 ～甚大寺
～松林寺 ～妙隆
寺 ～佐倉中央公
民館 ～ＪＲ佐倉駅
北口
○みどころ 佐倉
七福神を巡ります
「麻賀多神社」
主
日

谷中界隈散策

7 ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-7191-1863（染谷）
日 時／１月２９日(土) ９時３０分～１０時
受付終了後順次スタート 自由歩行
集 合／上野駅公園改札前広場（ＪＲ常磐線・山手線 上
野駅 徒歩１分）
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１０時３０分～１１時４５分まで 岡倉天心記念公
園（ＪＲ常磐線・山手線 日暮里駅 徒歩１０分）
コース／上野公園～寛永寺～徳川慶喜公墓所～延壽
寺・日荷(にちか)堂～根津神社～へび道～長安寺～岡倉
天心記念公園・ゴール～谷中よみせ通り～谷中銀座商店
街～夕焼けだんだん～日暮里駅
ＣＷＡニュース
２０２１．１２

３

○みどころ 延壽寺には、仁王像を抱えて三日三晩を歩
き通したという「健脚の神様」日荷(にちか)上人を祀ってあ
る「日荷堂」があります。日頃のウオーキングに感謝を込め
て参拝、健脚のお守りを授かるのも良いでしょう。ゴール後
に谷中よみせ通り、谷中銀座商店街、夕焼けだんだんを
ゆっくり、のんびり楽しんでいただけるコースにしました。
ミニ散歩/スイセン

６ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／１月３０日(日) ９時～１０時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／栄町公園（京成線勝田台駅 徒歩５分）
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
解 散／１３時まで 八千代中央駅（東葉高速線）
コース／栄町公園～飯綱近隣公園～萱田地区公園～八
千代中央駅
○みどころ 萱田地区公園では、毎年ボランティアのグリ
ーンサポーターの皆さんが大事に育てたスイセンが１月か
ら３月にかけて次々に開花して公園を訪れる人々の目を
楽しませてくれています。咲き誇っているであろうスイセン
を楽しんでください。
受付場所の栄町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。
５００選「谷津干潟から幕張本郷へのみち」報告
１０月３1 日(日) 曇り 距離８Km 参加者 ８６名
当日 は曇り
空で雨も心配
しておりました
が 気温も低
目で、心地よ
い気候の中で
無事終了でき
ました。ゴー
ル受付終了時
小雨が来た程度でした。
「秋津公園 遊歩道」
参加者人数は 他の行事予定が重なり １００人を下回りま
した。 本コースは、谷津干潟から公園の緑地帯の中を快
適に歩きながら、植物園・花しょうぶ園等を見学し、ゴール
の幕張本郷駅までの比較的短いコースです。 皆様の再
来をお待ちしております。そして、５００選の押印者は誰も
いらっしゃいませんでした。 参加者の皆様 役員の皆様
お疲れ様でした。
投稿者 松本 茂

歩行用にリニューアルしました。その為 見どころも多い反
面複雑
な所も有
り反省し
ていま
す。
そこで
矢貼り・
誘導の
不十分
な所は
次回の
反省点と
致します。
「ゴール 千葉県スポーツセンター」
参加者の皆様、役員の皆様ご協力ありがとうございました。
投稿者 松本 茂

ゴール
手賀沼史跡ウオーク報告
１１月１３日(月) 晴れ ６／１１Ｋ 参加者 １０１名
今回の行事は我孫子市の主催の手賀沼ふれあいウオ
ークが８月中旬コロナの関係で中止が決定しました。当初
は中止のまま何もしないと考えたのですが、ＣWA が新行
事として実施する事が８月末の常任理事会で決定しました。
そんな関係で新しいコースを考えなくてはならなくなりまし
た。手賀沼半周の１０ｋｍのコースはありきたりなので手賀
沼公園を起点に左右でループ状に回ればショート・ロング
とできると思い６/１０ｋｍのコースを考えました。しかし途中
私道を歩くので大勢では無理と断念。根戸城址の横断歩
道を渡って手賀沼公園に戻るコースに変更した為６/１１Ｋ
ｍとなりました。
手賀沼は何時も風が吹いています。しかし当日は快晴
で風もなく暑いくらいの天気になりました。同時開催のウオ
ーキング教室参加者１０名を含め１０１名の参加をいただき
ました。前半１後半２ヶ所合計３か所の坂道がありました。
前半はまだしも後半の坂はきつかったと声がありましたが、
大半の方が１１Ｋｍにチャレンジいただき一人の脱落者も
出ず全員１２時３０分位はゴールできました。参加者の皆
様、ご協力いただいた北総歩こう会の方々のご協力で無
事終了できました。有難う御座います。 投稿者 遠藤啓

千葉県レクリエーション大会ウオーク報告
１１月３日(水・祝) 晴 距離１１K 参加者 ５１名
当日は晴天で心地良い気分にて、新検見川公園をアン
カーとしてスタート。矢貼りを外しながら畑コミュニティセン
ター通過後神場公園で小休止。犢橋貝塚公園・宮野木中
央公園・園生池跡緑地も通過、最後に園生の森公園を抜
けてゴールの県スポーツセンターに13時過ぎに無事到着
しました。このコースは３年前の団体歩行をベースに自由
４

CWA ニュース
２０２１．１２

「受付風景 手賀沼公園」

