
２０２1年　CWA/加盟団体行事計画表
☆日程が変更になる場合がありますので直近のCWANews、HPで確認してください。

 2020/11/18　現

凡例　●：無料例会　★：Ｃリーグ　　Ｗ：ウオーク　　Ｍ：マーチ

1日(金) 元旦水戸街道Ｗ 東葛W 3日(水) 中山のひなまつり 北総歩 2日(日) ●水戸徳川・戸定邸の「藤」観賞 いち歩

4日(月) ★柴又七福神「寅さん初詣」 いち歩 6日(土) 花鑑賞Ｗ（河津桜） ちば歩 5日(水) 隅田川橋巡り 北総歩

5日(火) 流山七福神巡り⑤ 北総歩 7日(日) ★坂田池ウオーク 東総歩 6日(木) ●リバーサイドＷ① 東葛W

★新春初詣Ｗ CWA 10日(水) 平日散歩/新鎌ケ谷 船歩 7日(金) リバーサイドＷ② 東葛W

新春初詣Ｗ 東総歩 11日(木) 防災帰宅Ｗ 東葛W 8日(土) ★千葉開府９００年Ｗ ちば歩

9日(土) ●初詣ウオーク ちば歩 13日(土) 葛西緑道と水辺めぐり いち歩 9日(日) ●犬吠埼ウオーク 東総歩

10日(日) ●新春の船橋の神社巡り 船歩 14日(日) 皆でイヤーラウンドを歩こう ちば歩 12日(水) ぶら散　お札と切手 東葛W

11日(月) ●新春初詣・松戸周辺 東葛W 17日(水) ぶら散 東葛W 15日(土) ●船橋の大木 船歩

13日(水) ★東葛の中世城郭Ⅳ市川編 北総歩 20日(土) ●江戸川の菜の花 北総歩 16日(日) 松戸を歩く斎藤邸～国分川 北総歩

16日(土) 市川七福神めぐり いち歩 21日(日) 通常総会・●総会W CWA 19日(水) 廃線フリーＷ 東葛W

17日(日) 松戸の富士塚 船歩 25日(木) 早春Ｗ「泉自然公園」 ちば歩 22日(土) ★食べ歩き「花より団子」 いち歩

20日(水) ぶら散・七福神めぐり 東葛W 27日(土) 江戸川チャレンジウオーク 船歩 バスウオーク 東総歩

21日(木) ★忠敬江戸入り①　　※注１ CWA・東総歩 28日(日) 「桜」満開の真間川周遊 いち歩 ●松ヶ丘の野馬土手 北総歩

22日(金) ★忠敬江戸入り②　　※注１ CWA・ちば歩 29日(月) 大堀川の桜を楽しみに 北総歩 27日(木) 市川動物植物園周辺Ｗ ちば歩

23日(土) ★忠敬江戸入り③　　※注1 CWA・北総歩 31日(水) ★運河トライアル 東葛W 29日(土) フリーWⅡ/むらさきの里 船歩

24日(日) ★忠敬江戸入り④　　※注1 CWA・いち歩 1日(木)  じゅんさい池と国分寺 いち歩 2日(水) ウオーク＆ノルデック 東葛W

28日(木) 新勝寺参拝Ｗ ちば歩 2日(金) ★ミニ散歩/三郷の菜の花 船歩 3日(木)  緑豊かな常盤平の散策 いち歩

31日(日) ●利根運河とコウノトリ 北総歩 3日(土) ★千葉の水回廊W ちば歩 4日(金) 平日散歩/北習志野 船歩

3日(水) ぶら散 東葛W 4日(日) ●城山公園桜Ｗ 東総歩 5日(土) ★両総用水の路Ｗ CWA

4日(木) 新松戸から小金を歩く いち歩 5日(月) カタクリの里から大津川を下る 北総歩 6日(日) ★紫陽花ウオーク 東総歩

8日(月) つくばＴＸ線沿線を歩く 北総歩 6日(火) 大島小松川公園「桜」観賞 いち歩 8日(火) ●篠崎公園周辺の散策 いち歩

9日(火) いつでもウオーク/南酒々井 船歩 源義光ゆかりの大鷲神社へ 北総歩 9日(水) 流山の紫陽花２０２１ 北総歩

11日(木) ★成田空港周辺Ｗ 東葛W ★下総・江戸川２DM① CWA 12日(土) ●成田里山ＷⅢ ちば歩

13日(土) ●市川の三大貝塚めぐり いち歩 11日(日) ★下総・江戸川２DM② CWA 13日(日) フリーWⅢ/菖蒲 船歩

15日(月) 平日散歩/西船橋 船歩 14日(水) ●健康Ｗ 東葛W 16日(水) 東京下町八福神 東葛W

17日(水) じゅんさい池の梅 北総歩 17日(土) ●海老川源流を訪ねて 船歩 19日(土) 紫陽花咲く「本土寺周辺」 いち歩

20日(土) ★フリーＷⅠ/習志野で観梅 船歩 18日(日) ●八鶴湖周辺Ｗ ちば歩 20日(日) 日本を動かす官公庁～丸の内 北総歩

24日(水) ●総会・勝手Ｗ 東葛W 22日(木) 支川都川を歩く ちば歩 23日(水) ミニ散歩/あじさい 船歩

25日(木) 四街道裸祭り ちば歩 25日(日) ●柏北部のボタン寺めぐり 北総歩 24日(木) 袖ヶ浦公園訪問Ｗ ちば歩

●総会ウオーク ちば歩 27日(火) ぶら散 東葛W 27日(日) ●我孫子八景　布佐・新木を歩く 北総歩

●総会ウオーク 北総歩 28日(水) 平日散歩/佐倉 船歩

28日(日) ●総会ウオーク 東総歩 29日(木) ★大正浪漫ウオークin手賀沼 北総歩

※注１　　２日間参加でCリーグ押印
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２０２1年　CWA/加盟団体行事計画表
☆日程が変更になる場合がありますので直近のCWANews、HPで確認してください。

 2020/11/18　現

凡例　●：無料例会　★：Ｃリーグ　　Ｗ：ウオーク　　Ｍ：マーチ

3日(土) ★浜辺を歩こう CWA 3日(日) ●海上キャンプＷ 東総歩 1日(水) ●佐倉カルチャーＷ 東葛W

4日(日) 早朝Ｗ ちば歩 6日(水) 戦災樹木を巡る 北総歩 2日(木) 日ハム球場と貝柄山公園周辺散策いち歩

5日(月) ミニ散歩/金杉のひまわり 船歩 7日(木) 鎌ヶ谷大仏と周辺 いち歩 4日(土) ★紅葉の「もみじ山」を訪ねて いち歩

7日(水) 取手でほろ酔い 東葛W 9日(土) ●健康づくりW ちば歩 5日(日) ●忘年ウオーク 東総歩

9日(金) 夏の風物詩・浅草ほおずき市 北総歩 10日(日) 荒川チャレンジウオーク 船歩 6日(月) ★千住の歴史と水辺散歩 北総歩

10日(土) ●ラジオ体操Ⅰ 船歩 13日(水) ぶら散 東葛W 11日(土) ●忘年ウオーク ちば歩

11日(日) ●お祭りウオーク 東総歩 16日(土) いつでもウオーク／妙典寺町 船歩 12日(日) 納会ウオーク 船歩

17日(土) ●健康Ｗ 東葛W ●県レクW CWA 13日(月) 流山の古墳と利根運河 北総歩

18日(日) みらい平から板橋不動尊 北総歩 秋桜を見に行こう 北総歩 15日(水) ●布施の弁財天で忘年Ｗ 東葛W

21日(水) 寅さんと「矢切の渡し」 いち歩 19日(火) 江戸川歩輪ピック いち歩 18日(土) ●荷風・ひさし文学の道 いち歩

24日(土) ●日本の道百選（さくら通り） 北総歩 23日(土) ●牛久沼周辺Ｗ 東葛W 19日(日) 鎌倉歴史探訪W支援 CWA

31日(土) 健康ウオーク 東葛W 24日(日) ★防災ウオーク ちば歩 23日(木) 年の瀬Ｗ ちば歩

5日(木) 行徳の緑地・公園めぐり いち歩 26日(火) 行徳の「バラ」観賞 いち歩 25日(土) ★東葛で歩き納め 東葛W

7日(土) ●ミニナイト流山の灯篭 北総歩 27日(水) 平日散歩/津田沼 船歩 26日(日) ●江東区の古い町～新しい町へ 北総歩

9日(月) ●ラジオ体操Ⅱ 船歩 28日(木) コスモス鑑賞 ちば歩 30日(木) 年忘れウオーク 船歩

22日(日) ●夕涼みウオーク 東葛W 30日(土) ★江戸川を歩く（自由歩行） 北総歩

26日(木) 稲穂風景Ｗ ちば歩 31日(日) 野田むらさきの里Ｗ CWA

28日(土) ★大町「梨街道」を歩く いち歩 3日(水) 新川チャレンジウオーク 船歩

29日(日) ●納涼ウオーク 東総歩 5日(金) 日本スリーデーM支援 CWA 第１6回CWA通常総会

1日(水) ぶら散 東葛W 6日(土) 日本スリーデーM支援 CWA ３月２1日（日）

2日(木) ★くつの日記念W CWA 7日(日) 日本スリーデーM支援 CWA

4日(土) ●手賀沼の干拓地を歩く 北総歩 10日(水) 利根運河と柏の葉公園500選 北総歩 指導者スキルアップ研修会

8日(水) 第２７回ビール工場ウオーク 北総歩 11日(木) ★フリーWⅤ/沼南の里山 船歩 前期：　７月２5日（日）

11日(土) ★フリーWⅣ/梨街道 船歩 12日(金) ●皇居・東御苑めぐり いち歩 後期：　１2月12日（日）

12日(日) ★漁港めぐるＷ 東総歩 13日(土) 手賀沼ふれあいウオーク CWA

16日(木) 平日散歩/船橋 船歩 15日(月) 東京下町風情(上野～南千住)北総歩 ウオーキング指導員認定講習会

18日(土) ●彼岸花と２１世紀の森と広場 いち歩 17日(水) ぶら散 東葛W 前期：　５月２3日（日）

19日(日) ●富津の吾妻神社馬だし祭り ちば歩 20日(土) ●強者どもが夢の後Ⅱ 船歩 後期：　９月２6日（日）

20日(月) 祖光院の彼岸花 北総歩 21日(日) ★香取神宮Ｗ 東総歩

23日(木) 印旛沼周辺Ｗ 東葛W 22日(月) ●スポレク祭Ｗ ちば歩

25日(土) 秋場所・相撲部屋めぐり いち歩 23日(火) ★北総沿線フリーＷ 東葛W

26日(日) ●強者どもが夢の後Ⅰ 船歩 25日(木) ★千葉市制１００周年記念Ｗ ちば歩

30日(木) 榮福寺を訪ねる ちば歩 27日(土) ●常盤平の紅葉 北総歩

1日(金) ミニ散歩/コスモス 船歩 東京ノルディックWF支援 CWA

2日(土) ピンクリボン支援 CWA 隅田川ライン下り いち歩

 9月

10月

10月

11月

 7月

 8月

28日(日)

12月
17日(日)

NPO法人千葉県ウオーキング協会CWANews編集担当


