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通算第２４７号

毎月 1 日発行

２０２２年２月号
第 17 回ＣＷＡ通常総会のご案内
開催日／ 3 月 19 日（土）１0 時～
場 所／千葉県総合スポーツセンター内スポーツ科学セ
ンタ－第１研修室（3 階） 千葉市稲毛区天台町 323
電車 ： 千葉都市モノレール線スポーツセンター駅
下車 徒歩 10 分
バ ス ： JR 稲毛駅より京成バス草野車庫・こてはし
団地行き スポーツセンター前下車 徒歩 7 分
議 題／ 2021 年度事業報告・決算報告
2022 年度事業計画・活動予算
役員の選任について、 その他
※ 3 月上旬に総会開催案内をお送りいたします。
※ 総会終了後、総会ウオークを行ないます。
※ なお新型コロナウイルスの感染状況により、当日の
入場制限をさせていただく可能性があります。
第 17 回ＣＷＡ総会ウオーク

7 ｋｍ

主 催／ＣＷＡ ☎ 043-309-5606（月～金 13～16：00）
090-9137-4980（松本）
当 日
日 時／３月１９日(土) １２時３０分～１３時
自由歩行
集 合／スポーツ科学センター前広場
（千葉県スポーツセンター、バス停 徒歩７分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１５時迄
ＪＲ千葉駅中央改札公園口前
コ ース／スポーツ科学センター前広場～天台池の原公園
～都賀公園～椿森公園～千葉公園前～ＪＲ千葉駅
○みどころ 今年もＣＷＡ総会の終了後、千葉県スポーツ
センターから千葉市街の公園を抜け、目的地の千葉駅に向
かって自由にウオーキングをお楽しみください。
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 服部十九男さま
北総歩 荒原恒子さま
完歩されました。

編集責任者 山本 利美

４月９・１０日開催予定の下総・江戸川ツーデーマー
チは延期になりました。
６月２６日（日）にワンデーにて開催致します。
詳細は後日、CWA ニュース・ホームページにてお知らせい
たします。

「健康ハイク」を歩こう
主 催／船橋歩こう会
日 時／２月２８日(月)

１０ ｋｍ
090-7703-3782
９時～９時３０分

受付後順次スタート 自由歩行
集

合／新津田沼駅（新京成線）

参加費／全員無料
解

散／１３時まで 北習志野駅（新京成線）

コ ー ス／新津田沼駅～森林公園～市民プラザ大久保～二宮
神社～習志野霊園～郷土資料館～薬園台公園～北習志野近隣
公園～北習志野駅
○みどころ 春まだ浅い習志野の地を巡ります。
中山のおひなまつり

１０ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-8725-1355（竹渕）
日 時／３月２日(水) ９時３０分～１０時
受付終了後順次スタート 自由歩行
集

合／東松戸中央公園（ＪＲ武蔵野・北総線 東松戸駅 徒
歩５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～１２時まで 奥之院でＩＶＶ・完歩証配布後、
ひなまつりを自由見学
（ＪＲ総武線下総中山駅 徒歩
２０分、京成中山駅 徒歩１５分）

コ ー ス／東松戸中央公園～本光寺前～姥山貝塚～奥之
院～法華経寺～清華園～京成中山駅～下総中山駅
○みどころ 下総中山駅からまちなかの商店、清華園、法華経
寺、奥之院（若宮）まで中山がおひな祭り一色になります。奥之
院で IVV、完歩証を受領したら、ゆっくりと「お雛祭り」を楽しんで
ください。
ＣＷＡニュース
２０２２．１

１

総会ウオーク

８ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／３月５日(土)
１２時３０分～１３時
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／市営二和東第 1 団地児童遊園（新京成線 二和
向台駅 徒歩２分)
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１６時まで 髙根公団駅南口（新京成線)
コース／市営二和東第 1 団地児童遊園～神明神社～古
和釜～東光寺～木戸川～さくら公園～髙根公団駅南口
○みどころ 総会の後午後のウオーキングです。受付時
間に注意してください。受付場所の市営二和東第1団地児
童遊園にはトイレがありません。駅等で済ませてから参加
下さい。
江戸川区水郷めぐり

１３ ｋｍ

主
日

催／いちかわ歩こう会
090-2645-6086（鈴木）
時／３月５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／アイリンクタウン３Ｆ広場（ＪＲ総武線市川駅 徒歩
２分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／１２時～１４時３０分 白妙公園（メトロ東西線妙典
駅 徒歩 1 分）
コース／アイリンクタウン～篠崎公園～東井堀親水公園
～篠田堀親水公園～スポ－ツランド～江戸川土手～白妙
公園
○みどころ 枯葉が散った木々の先端の小さい小さい花
芽に気付きました。これから春の開花に向け、大事に大事
に育てるんですね。それを思うと早春のウオーキングが待
ち遠しく、足元の草や花、木々たちに愛おしさを感じる事
でしょう。
防災帰宅体験ウオーク

１２／３５ ｋｍ

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／３月１２日(土) ８時３０分～９時
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／仲よし公園（ＪＲ総武線稲毛駅東口 徒歩４分
稲毛図書館前・交差点の先小中台交番隣り）
参加費／ＣＷＡ加盟団体会員無料 ・その他３００円
解 散／１２ｋｍ：１１時～１３時３０分まで 勝田台駅（京成
本線 駅南口日高屋付近、 ３５ｋｍ：１３時～１６
時まで ＪＲ常磐線柏駅東口 旧そごう前付近）
○その他 時間前の帰着に御協力願います。
皆でイヤーラウンドを歩こう ６／１３／２０ ｋｍ
主
日
集

090-7245-8106（大岩）
催／ちば歩こう会
時／３月１３日(日) ９時～１０時 自由歩行
合／千葉公園（ＪＲ千葉駅 徒歩１０分）

２

CWA ニュース
２０２２．２

参加費／ちば歩２００円 ・その他３００円
解 散／１１時～１４時まで 千葉公園
コース／B コース（２０ｋｍ）：稲岸公園・検見川海岸・花の
美術館 C コース（１３ｋｍ）：動物公園西口・みつわ台第 1
公園・みつわ台第 2 公園 F コース（６ｋｍ）：みなと公園・ケ
ーズハーバー・千葉ポートパーク
○みどころ 今年はＢ、Ｃ、Ｆの３コースの中からご自分に
合ったコースを選んで歩いてください。Ｂコースは東京湾
を望む旧海岸線の街並みと海浜レジャー地区を巡るコー
ス、Ｃコースは水と緑を眺めながら動物公園を巡るコース、
Ｆコースが君はダイヤモンド富士を見たか？コースです。
平日散歩/船橋

１０ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／３月１５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／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
徒歩 5 分） 団体歩行は１２時３０分頃到着予定
コース／天沼弁天池公園～船橋中央卸売市場～八栄橋
～夏見台近隣公園～中津川親水公園～行田公園～天沼
弁天池公園
○みどころ 定番のコースで、船橋駅近郊の公園を巡り
ます。
旭・袋公園 海宝寺桜ビューウオーク

５／１２ ｋｍ

080-5403-2042（海宝）
主 催／東総歩こう会
日 時／３月２０日（日) ９時３０分～１０時受付
集 合／旭駅前広場（ＪＲ総武本線）
自由歩行
参加費／東総歩無料 ・その他３００円
解 散／旭駅前広場
自由解散
コース／旭駅～木曾義昌公墓公園～袋公園溜池桜（５ｋ
ｍは別コース～旭駅）～海宝寺の大桜～称名寺の桜～ス
ポーツの森～西宮神社～旭駅前
○みどころ 「旭」の名前の由来と言われる木曽義昌を記
念した公園など旭市内の桜の名所を歩くコースです。袋
溜池の桜並木の間を泳ぐ鯉のぼり、樹齢百年と言われる
大桜、などを巡ります。

皆でイヤーラウンドを歩こう

「海宝寺の桜」

６／１３／２０ ｋｍ

江戸川の菜の花

１１ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-7191-1863（染谷）
日 時／３月２１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／運河水辺公園（東武野田線運河駅 徒歩 5 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 流山駅前広場（流鉄流
山線流山駅）
コース／運河水辺公園～におどり公園～江戸川土手～
流山クリーンセンター～江戸川土手～近藤勇陣屋跡～流
山駅前広場～流山駅
○みどころ 春風に乗って自然豊かな運河と江戸川堤
をウオーキングし、土手いっぱいに咲き誇る菜の花の香り
をかぎながら春を満喫しましょう。
お花見ウオーク

１０ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／３月２２日(火)
９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／京成佐倉駅(京成線)
参加費／全員無料
解 散／１３時まで 京成佐倉駅
○みどころ 佐倉の桜の名所を巡ります。
運河トライアングルウオーク １４／２８／４７ 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／３月２３日(水)参加コースにより異なります
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／４７ｋｍ：７時～７時３０分 川間トンボ公園（東武
線川間駅南口 線路沿いに徒歩４分） ２８／１４ｋｍ：９時
～１０時 運河水辺公園（東武線運河駅西口 運河大橋を
渡った先）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１２時頃から１６時３０分まで 運河駅東口、線路
沿いの遊歩道内
○その他 １．時間を過ぎての参加はお断りします。
２．時間前の帰着に御協力願います。

○みどころ 昭和の森のお花見広場には２５０本の桜が
あります。時期がよければ見事ですよ！
第３３回江戸川チャレンジウオーク
１０／１２／１８／３０／４７／６５ ｋｍ
090-7703-3782
催／船橋歩こう会
時／３月２６日(土)
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。
主
日

真間川「桜」観賞

１３ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／いちかわ歩こう会
090-4559-0717(武部)
日 時／３月２７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／中山法華経寺（ＪＲ総武線下総中山駅 徒歩１０
分、京成線中山駅 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 手児奈霊神堂（ＪＲ総武線市
川駅 徒歩１５分、京成線国府台駅 徒歩１０分）
コース／中山法華経寺～真間川流域～いちかわ文学の
道～里見公園～弘法寺～手児奈霊神堂
〇みどころ 市川の桜名所を廻ります。朝一番、中山法
華経寺の桜が迎えてくれます。両岸の桜が川面に映しだ
す姿が圧巻の真間川。里見公園では桜とバラ・花壇の
花々の競い咲き。弘法寺の樹齢４００年の「伏せ姫桜」、ゴ
ールの手児奈霊神堂迄「桜三昧」のコースです。

平日楽々W「昭和の森を歩く・さくら観賞」
９／１１ｋｍ
主 催／ちば歩こう会
070-5577-2282（丹羽）
日 時／３月２４日(木) ９時３０分
団体歩行
集 合／もみじ公園（ＪＲ外房線土気駅 徒歩５分）
参加費／ちば歩１００円 ・その他３００円
解 散／１４時頃 しいのき公園（ＪＲ外房線土気駅 徒歩
６分）
コース／もみじ公園～ほほえみの広場～水辺の郷公園）
～（１１ｋｍコースのみ・昭和の森入口～管理詰所～）湿生
植物園（合流）～展望広場(昼食地)～展望台～しいの木
公園

「弘法寺の桜」
ＣＷＡニュース
２０２２．２

３

桜三昧ウオーク

８ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
090-7191-1863（染谷）
日 時／３月２８日（月）９時３０分
団体歩行
集 合／手賀沼公園（ＪＲ常磐線我孫子駅南口 徒歩
１０分)
参加費／北総歩無料 ・その他３００円
解 散／１１時３０分頃 大堀川防災レクリエーション公園
（ＪＲ常磐線柏駅 徒歩１７分)
コース／手賀沼公園～手賀沼ふれあいライン～北柏ふる
さと公園～柏ふるさと公園～北柏橋～大堀川リバーサイド
パーク～大堀川防災レクリエーション公園
○みどころ おなじみの手賀沼公園をスタートし、手賀沼
ふれあいライン・北柏ふるさと公園・柏ふるさと公園・大堀
川リバーサイドパークと全行程の約 7 割近くを桜の下を歩
いていただき満開(？？？)の桜を楽しんでいただける平坦
なコースです。
新春初詣ウオーク報告
１月５日（水）晴 参加者７１名 ５／１０Ｋｍ
千葉県最東端の銚子にて CWA 新春初詣ウオークを開
催しました。昨年の新春初詣 W が銚子で開催される予定
でしたがコロナ非常事態宣言下ということもあって中止とな
り、本年にあらためて開催となりました。千葉県でも中心か
ら離れた銚子にもかかわらず CWA 加盟団体代表・会員の
皆様に多数お集まりいただきありがとうございました。
天候にも恵まれ、銚子名物の北風もそれほど強くなく、
すがすがしい気持ちで年始めのウオーキングを楽しまれた
と思います。銚子の名刹「飯沼観音」、船の守り神の「川口
神社」に参拝したのち、昼食を「ウオッセ」で取られた方も
沢山いました。ウオッセではコロナ退散を祈念して清酒「鬼
ごろし」と銚子名物「濡れ煎餅」をお配りしました。復路では
停泊している大小の漁船に大漁旗が掲げられ、港町のお
正月の雰囲気が感じられる光景でした。お正月明けの平
日だったこともあり、お目当ての店が休みでがっかりされた
方もおりました。東総歩では 6 月、10 月に銚子でのウオー
キングを計画していますので、その時にまたおいでくださ
い。支援役員の皆様、参加者の皆様のご協力に感謝申し
上げます。ありがとうございました。
投稿者 東総歩こう会 海宝洋好

「出発受付風景」
４

CWA ニュース
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第２１回忠敬江戸入りフオーデーウオーク報告
１日目 １月２０日（木） 晴 参加者１１６名（ショー
ト６２名、ロング５４名）
１０／３０Ｋｍ
佐原・諏訪公園の伊能忠敬銅像から東京・富岡八幡宮
にある伊能銅像まで４日間のウオークの１日目です。
当日は大寒にあたり凍えるような寒さでしたが、多数の方
の参加ありがとうございました。久しぶりの大会でしたが皆
さま元気に完歩されゴールの成田山新勝寺（ロング）佐原
駅前忠敬翁銅像（ショート）に到着されました。
２日目 １月２１日（金） 晴 参加者１２４名（ショー
ト６０名、ロング６４名） １０／３８Ｋｍ
成田市の栗山公園をスタート、朝は比較的穏やかな天
候でしたが、午後にかけて冷たい風に見舞われて、特にロ
ングの方は土
手からおりて
下道を歩かれ
た方も 多かっ
たようです。そ
の際道に迷わ
れた方もおり
地図作成に工
夫が必要かも
しれません。３８Ｋｍの長丁場を冷たい風に向いながら手
賀沼公園まで完歩された方には畏敬の念を禁じ得ないで
す。
３日目 １月２２日（土） 晴 参加者１９４名（ショー
ト１３０名、ロング６４名） ８／１３／３８Ｋｍ
３日目のスタートは手賀沼公園です。コースは多数用意
致しましたが、皆さまの体力に合わせて歩けていただけた
なら幸いです。今後も多くのウオーカーに参加いただける
ようコース設定等に工夫を重ねていきたいと思います。こ
の日は風もなく絶好のウオーキング日和でロングでは、昨
日より楽だったという方もおられました。凄いですね～
４日目 １月２７日（日） 晴・曇り 参加者１５０名（シ
ョート６５名、ロング８
５名） １１／２５Ｋｍ
スタート場所が、ロング
は市川駅隣接のアイ・リン
クタウン ショートは亀戸
中央公園になりました。ゴ
ールの富岡八幡宮では
忠敬像の清掃を行いゴ
ールした４日間完歩のウ
オーカーに は古宮会 長
から銅像の前で完歩証が
手渡されました。ショート
の到着後は本殿前で、今
年も健やかにウオーキン
グができるようお祓いを受
けました。
投稿者 山本利美
「完歩証授与」

