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第１７回 CWA 通常総会を終えて
CWA 会長
古宮 誠
先日の総会開催に際しては、この様な状況下にも関わらず、
多くの皆様にお忙しい処御出席をいただき、改めて御礼を申
しあげます。
総会前日は雨模様の天気で心配しましたが、当日（１９日）は
雨も上がり暑い位の好天になりほっと致しました。
当日は皆様からの御理解と御協力により、定足数７０名に
対し４４名の御出席をいただき、事前の委任状提出７１名と合
せ、「定款第２９条」記載のとおり正会員総数の２分１以上となり
開会できましたことを、改めて御報告致します。
この度、議長を努めていただいた船橋歩こう会の須山副会
長には、スムーズな議事進行をしていただきました。お陰様
で滞りなく決議事項への御承認が得られ、結果時間内にて終
了することができました。須山副会長にはお骨折りいただき、
改めて感謝を申し上げます。
皆様も感じられていることと思われますが、昨年と同様引き続
き厳しい時は今暫く続くことになると思われます。
大切なことは、御自身を含めた御家族の健康を第一と捉え、
日頃から体調管理に気を配り、決して無理はしないことが重
要と考えていただきたいと存じます。野外活動ではありますが、
状況により参加しない決断も必要となります。 今後共、感染
防止策を講じながら継続するウオーキング活動に、皆様から
の御理解と御協力を宜しくお願い申し上げます。

〒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
毎月 1 日発行

第１７回通常総会議案書の訂正
１７頁の C リーグの達成者の回数に間違いがありました。
合田昌子 能間英作 武部信二 斎藤啓子は４回達成者
櫻井泰夫 松澤登 達育子 廣石眞一は３回達成者です。
斎藤啓子は記入漏れがありました。（敬称略）
名前間違い
１６頁 達國昭は達國明、 １７頁 松橋登は松澤登、
桜井泰夫は櫻井泰夫です。
３９頁 河野正人は河野雅人です。（敬称略）
お詫びして訂正いたします。
戸定邸「藤」観賞

１１ ｋｍ

主 催／いちかわ歩こう会 📱 080-3402-8093（佐々木）
日 時／５月３日（火祝）
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／宮前公園（ＪＲ武蔵野線新八柱駅・新京成線八柱駅
徒歩５分）
参加費／CWA 加盟団体無料 ・その他：３００円
解 散／１１時～１４時まで 松戸駅前（ＪＲ常磐線・新京成線）
コース／宮前公園～国分川沿い～和名ヶ谷スポーツセンタ
ー～柿ノ木台公園～千葉大学園芸学部～戸定が丘歴史公
園～坂川～松戸神社～宝光院～松戸駅前
○みどころ のどかな景色の国分川沿いを歩き、「二十世紀
梨」発祥の地「二十世紀が丘団地」を通り千葉大園芸学部で
西洋式庭園を見学。国指定重文「戸定邸」のある戸定が丘歴
史公園で珍しい「鉢植えの藤」を観賞後、旧市街の名所を廻り
ます。
日本のパナマ運河

「永年会員表彰」

編集責任者 山本 利美

９／１３ ｋｍ

《Ｃリーグ》
主 催／船橋歩こう会
📱 090-7703-3782
日 時／５月５日(木祝) ９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／浦安駅(東京メトロ東西線)
参加費／船歩１００円 ・その他３００円
ＣＷＡニュース
２０２２．４

１

解

散／９ｋｍ：１３時まで 東大島駅（都営新宿線）
１３ｋｍ：１３時３０分まで 住吉駅(都営新宿線、
東京メトロ半蔵門線)
コ ー ス／浦安駅～浦安橋～西船堀公園～船堀橋～新川
ロックゲート～番所橋（９／１３ｋｍ分岐）～東大島駅（９ｋｍ
ゴール）～大島五公園～扇橋閘門～住吉駅（１３ｋｍゴー
ル)
○みどころ 都内には二つの水門を設け、水位が異なる
河川を船が行き来する仕組みがあります。中米パナマ運
河と同じ仕組みです。新川と小名木川をつなぐ荒川ロック
ゲート、江東区の小名木川に設けられた扇橋閘門の２カ
所です。この場所を巡ります。運がよければ船が行き来し、
水門の間で船が水位調節によって上下する様が見学でき
るかもしれません。

口」から柏駅西口までは約２．５ｋｍ（徒歩で約３０分）
１０ｋｍ：１３時２０分頃 柏西口第一公園（ＪＲ常磐線・東武
野田線 柏駅 徒歩８分
コース／南柏児童遊園～松ケ丘野馬土手～新富近隣セ
ター～一本松稲荷神社～諏訪神社～青葉橋手前広場(７
ｋｍゴール、バスで柏駅へ）～高田近隣センター（昼食）～
篠籠田市民緑地～柏西口第一公園
○みどころ ２０１８年９月に平日ウオークで実施し、１６１
名が参加されました。前回のコースをほぼ踏襲しました。
諏訪神社は地元では「おすわさま」と呼ばれ、源義家、水
戸光圀、彫刻家・北村西望など訪れた名所として親しまれ
ています。

「諏訪神社」

平日散歩／北習志野

「荒川ロックゲート」

千葉開府９００年に向けてのウオーク

１０ Km

《Ｃリーグ》
主 催／ちば歩こう会
090-8305-6601（日向）
日 時／５月７日(土)
９時３０分 団体歩行
集 合／菰池公園（ＪＲ蘇我駅 徒歩１０分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体・千葉市民２００円
その他３００円
解 散／１２時３０分頃 緑区役所広場（ＪＲ外房線鎌取駅
徒歩５分）
コース／菰池公園～大巌寺館跡～小弓城跡～埋蔵文化
センター～小弓城跡～大百池公園～有吉公園～緑区役
所
○みどころ 中世の城郭跡を巡ります。生実城址・小弓城
跡・埋蔵文化センター

松ケ丘野馬土手と「おすわさま」

７／１０ Km

催／北総歩こう会
☎ 04-7133-1589（平野）
時／５月８日(日) ８時３０分～９時 団体歩行
合／南柏児童遊園（ＪＲ常磐線各駅停車南柏駅西
口 徒歩５分）
参加費／ＣＷＡ加盟団体無料 ・その他３００円
解 散／ ７ｋｍ：１１時３５分頃 青葉橋手前広場（柏 駅西
口行 八ツ原入口バス停 徒歩３分） バス停「八ツ原入

主
日
集

２

CWA ニュース
２０２２．４

７ ｋｍ

主
日

催／船橋歩こう会
090-7703-3782
時／５月１３日(金)
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／北習志野近隣公園（新京成線北習志野駅 徒歩
１０分）
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１２時３０分まで 北習志野近隣公園（新京成線・
東葉高速線 北習志野駅 徒歩１０分）
団体歩行は１２時頃到着予定
コース／北習志野近隣公園～せせらぎの道～坪井近隣
公園～西光寺～船橋アリーナ～北習志野近隣公園
○みどころ 定番コースです。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。

リバーサイドフリーウオーク

２２

主 催／東葛ウォーキングクラブ 090-3345-8750(古宮）
日 時／５月１４日(土) ８時１０分～９時３０分
受付け後順次スタート 自由歩行
集 合／成田線安食駅改札前（ＪＲ）
参加費／ＣＷＡ加盟団体会員無料 ・その他３００円
解 散／１２時～１５時まで 成田線下総神崎駅 待合室
内（ＪＲ）

○その他

１．コンビニなし、お昼の用意をお願いします。
２．時間前の帰着に御協力願います。
隅田川橋巡り

８／１２ ｋｍ

主催／北総歩こう会
☎ 04-7133-1589（平野）
日時／５月１８日（水） ９時３０分～９時４５分
受付終了後順次スタート 自由歩行
団体は９時４５分スタート
集 合／東白鬚公園（東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅 徒歩11分）
参加費／北総歩１００円 ・その他３００円
解 散／自由歩行８ｋｍ：１０時３０分～１２時まで 浜町公
園（都営新宿線浜町駅 徒歩2分） １２ｋｍ：１２時
～１３時３０分 はとば公園（メトロ日比谷線築地駅
徒歩7分） 団体歩行８ｋｍ：１２時頃 浜町公園
12ｋｍ：１４時頃 はとば公園
コース／東白鬚公園～言問橋～駒形橋～蔵前橋～両国
橋～浜町公園（８ｋｍゴール・昼食）～清洲橋～隅田川大
橋～永代橋～新川公園～中央大橋～佃大橋～勝鬨橋～
はとば公園
○みどころ ２００４年、２０１４年に同じタイトルで実施さ
れました。隅田川に架かる１５架橋を巡ります。東京オリン
ピックのためにお色直しした橋が皆さんを迎えてくれます。
堤防から橋の形を眺め、橋の下を潜り、隅田川テラスに降
りて振り返ると、また違った景色になります。いろいろなモ
デルの船が行き
交うのも楽しめます。 ゴール８ｋｍの浜町公園からは人形
町や水天宮、１２ｋｍのはとば公園からは築地場外市場へ
いずれも１０分程度で行けます。

「隅田川テラス」
森シリーズ② 森を歩く「市川の森」
主
日

１２ ｋｍ

催／いちかわ歩こう会
090-2645－6086（鈴木)
時／５月２１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総武線市川駅南口
徒歩２分）
参加費／いちかわ歩１００円 ・その他３００円
解 散／１１時～１４時まで 堀之内公園（北総線北国分
駅 徒歩 ３分）

コース／アイリンクタウン～手児奈霊神堂～弘法寺～里
見公園～じゅんさい池緑地～小塚山公園～外環道～小
塚山公園～堀之内貝塚公園～堀之内公園
〇みどころ 森シリーズの２回目です。５月は新緑の美し
い季節ですね。いちかわではお馴染みの「水と緑の回廊」
ですが、今回は普段あまり立ち寄らない小塚山公園や堀之
内緑地等にも寄って新緑に包まれた森林浴を満喫します。
さらに里見
公園近くで
は昔の里見
城を守るた
め４隅に祀
られた辻切
りが今年も１
月に更新さ
れたのが見
られます
「堀の内緑地」
行徳３３ヶ所札所巡りⅠ

１１／２２ ｋｍ
「堀之内緑地」
主 催／船橋歩こう会
090-7703-3782
日 時／５月２２日(日)
９時～９時３０分
受付後順次スタート 自由歩行
集 合／若潮公園（ＪＲ京葉線新浦安駅 徒歩６分)
参加費／船歩無料 ・その他３００円
解 散／１１ｋｍ：１３時まで 弁天公園（メトロ東西線行徳
駅 徒歩３分）
２２ｋｍ：１４時３０分まで 西船橋駅南口（ＪＲ総武
線・武蔵野線、メトロ東西線、東葉高速線)
コース／若潮公園～豊受神社～清竹神社～広尾防災公
園～南行徳公園～南行徳公民館～弁天池 公園
（１１ｋｍゴール）～ふれあい伝承館～行徳橋～西船橋駅
○みどころ 行徳３３ヶ所札所巡り。正式には”行徳・浦安
観音霊場三十三カ所”。開創は元禄３年（１６９0）。残念な
がら廃寺や合併などで全札所は現存していません。３回
巡拝し最後に番外の観音堂（船橋市藤原）へお参りすると
100 観音となり御利益があるとされています。春の一日を
のんびりと寺社巡りをされてはいかがですか。 11ｋｍコー
スでは 2 日
に分けて、2
２ｋｍコース
では 1 日で
全札所を巡
り、2 回目は
コースを逆
にたどりま
す。

「豊受神社」
ＣＷＡニュース
２０２２．４

３

平日楽々ウオーク「袖ヶ浦公園訪問 W ・花菖蒲」
６／１１ ｋｍ
あやめ散策ウオーク 📱090-1507-6803（佐藤）
７ ｋｍ
主 催／ちば歩こう会
日 時／５月２６日(木) ９時
団体歩行
集 合／長浦駅前（ＪＲ内房線長浦駅 徒歩１分）
６／１１
参加費／ちば歩１００円
・その他３００円
ｋｍ
解 散／１４時３０分頃 袖ヶ浦駅前（ＪＲ内房線袖ヶ浦駅
徒歩１分）
コース／長浦駅北口～蔵波公園～たちばな交差点～袖
ヶ浦公園上池～菖蒲園(昼食一次解散６ｋｍ) ～ゆりの里
～広域農道～袖ヶ浦駅前
○みどころ 5 月の袖ヶ浦公園では菖蒲園の約 1 万５千
株の花菖蒲をはじめ紫陽花やその他いろいろな花が楽し
めます。時間の許す限り、園内の散策、郷土博物館や旧
進藤家の見学などお楽しみください。

「袖ケ浦公園の菖蒲園」
あやめ散策ウオーク

７ ｋｍ

CWA ニュース
２０２２．４

柏の葉公園のバラ

８ ｋｍ

主 催／北総歩こう会
☎ 04-7133-1589（平野）
日 時／５月３０日（月） ９時３０分～９時４５分
団体歩行 ９時４５分スタート
集 合／流山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 徒歩 5 分）
参 加費／北総歩１００円 ・その他３００円
解 散／１２時頃 かしわのはらっぱ（TX 線 柏の葉キャ
ンパス駅 徒歩３分）
コース／流山おおたかの森駅南口公園～十太夫近隣公
園～美田２号公園～柏の葉公園～バラ園～千葉大学柏
の葉キャンパス～かしわのはらっぱ
○みどころ 千葉県立柏の葉公園・西洋庭園バラ園は
開花期間のみ開園し、春は５月中旬～６月初旬、秋は１０
月中旬～下旬に見頃を迎えます。中央ドームのツルバラ
は春のみ花を見ることができます。春は誇らしげで優美な
大輪のバラ、秋は色鮮やかな香り漂うバラをお楽しみくだ
さい。（バラ園リーフレットより引用）

３月 1９日(土) 晴れ 距離７Km 参加者数５１名
今年の総会は 千葉県スポーツ科学センターに於いて
開催されました、その後 会場前から12時30分にスタートし
た。スポーツセンターを縦断し千草台から都賀公園・椿森
公園へ千葉公園を経由しゴールのＪＲ千葉駅公園口まで
の歩き易い道を計画しました。ゴールのＪＲ千葉駅公園口
には参加者全員14時30分過ぎには到着しました。昨年は
コロナで行事が中止になりましたが、今年は特段の事情が
ない限りは開催する事で決意しておりました。そんな中、御
参加いただき有難う御座いました。そして支援員各位のご
協力に感謝致します。
投稿者 松本 茂

１０／２０ ｋｍ

７ ｋｍ
主 催／東葛ウォーキングクラブ📱090-3345-8750(古宮）
日 時／５月２９日(日) ９時～１０時
受付け後順次スタート 自由歩行
４

合／北柏駅南口広場（ＪＲ常磐緩行（千代田）線北柏
駅 徒歩２分）
参加費／東葛ＷＣ無料 ・その他３００円
解 散／１２時から１５時３０分まで 北柏ふるさと公園（ＪＲ
常磐線北柏駅 徒歩１０分）
○その他 １．ショートは手賀大橋から公園に戻ります。
２．時間前の帰着に御協力願います。

第１７回総会ウオーク報告

おせん様のふじウオーク
６／1０ ｋｍ
《Ｃリーグ》
主 催／東総歩こう会
📱 080-5834-6557（齋藤）
日 時／５月２８日(土) ９時３０分 自由歩行
集 合／十二橋駅前広場（ＪＲ鹿島線）
（千葉 7:55 快速⇒成田・8:41 銚子⇒香取乗換）
参加費／東総歩無料 ・その他３００円
解 散／潮来駅（ＪＲ鹿島線） １３時３３分発列車利用
コース／十二橋駅広場～水郷佐原あやめパーク～大利
根博物館～潮来大橋～潮来あやめ園～潮来駅
○みどころ 古くから「水郷」と言われる千葉県香取市と
茨城県潮来市。それぞれで開催されるアヤメ祭りを一度に
楽しめるチャンスです。４００種類１５０万本の花菖蒲が鮮
やかに咲き誇り、紫色の絨毯に染め上げます。水面を吹き
抜ける爽やかな初夏とともに、美しさを誇る花菖蒲を「のん
びり」とお楽しみ下さい。
☆ ＪＲ鹿島線は本数が少ないのでご注意下さい。
潮来発は 11：33，13：33 15：08
健康ウオーク・手賀沼の自然散策

集

「スタート状況」

