
２０２２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CWAﾆｭｰｽ、HPで確認してください。

 202１/10/２4　現

凡例　●：無料例会　★：Ｃリーグ　　Ｗ：ウオーク

 1日(土) 元日の水戸街道 東葛WＣ  2日(水) 中山のひなまつり 北総歩  3日(火) ●戸定邸「藤」観賞 いち歩
 4日(火) ★柴又七福神「寅さん」初詣 いち歩  5日(土) ●江戸川区水郷めぐり いち歩  5日(木) ★御大師様をつないで 船歩
 5日(水) ★新春初詣Ｗ（東総） ＣＷＡ 12日(土) ●防災体験ウオーク 東葛WＣ  7日(土) ★千葉開府900年Ｗ ちば歩
 8日(土) ●初詣W（香取神宮） ちば歩 13日(日) 皆でイヤーラウンドを歩こう ちば歩  8日(日) ●野馬土手とお諏訪様 北総歩
 9日(日) ★松戸の富士塚 船歩 15日(火) ●平日散歩 船歩 12日(木) バスＷ　鋸山 東総歩
10日(月) 松戸の七福神 北総歩 19日(土) ●総会Ｗ ＣＷＡ 13日(金) 平日散歩 船歩
12日(水) ●新春初歩き 東葛WＣ 20日(日) ●旭・袋公園桜Ｗ 東総歩 14日(土) ●リバーサイドウオーク 東葛WＣ
15日(土) 市川七福神めぐり いち歩 21日(月) ●江戸川の菜の花 北総歩 18日(水) 隅田川橋巡り 北総歩
16日(日) ●東葛の中世城郭ＰａｒｔⅤ 北総歩 23日(水) ★運河トライアングル 東葛WＣ 21日(土) 森を歩く「市川の森」 いち歩
18日(火) 平日散歩 船歩 24日(木) 昭和の森を歩く（桜観賞） ちば歩 22日(日) 行徳33ヶ所札所巡りⅠ 船歩
20日(木) ＣＷＡ・東総歩 26日(土) 第33回江戸川チャレンジＷ 船歩 26日(木) 袖ヶ浦公園訪問W ちば歩
21日(金) ＣＷＡ・ちば歩 27日(日) ★真間川「桜」観賞 いち歩 28日(土) ★アヤメＷ　佐原 東総歩
22日(土) ＣＷＡ・北総歩 28日(月) 桜三昧 北総歩 29日(日) 東京下町八福神 東葛WＣ
23日(日) ＣＷＡ・いち歩  1日(金) ミニ散歩/菜の花 船歩 30日(月) 柏の葉公園のバラ 北総歩
27日(木) 佐倉七福神めぐり ちば歩  2日(土) ★千葉の水回廊Ｗ ちば歩  2日(木) 平日・緑豊かな常盤平を歩く いち歩
29日(土) 谷中界隈散策 北総歩  5日(火) 変わりゆく東京 北総歩  4日(土) ★両総用水の路Ｗ ＣＷＡ
30日(日) ミニ散歩/スイセン 船歩  6日(水) ●廃線ウオーク 東葛WＣ  5日(日) ●宗吾霊堂の紫陽花 北総歩
 3日(木) 平日・新松戸から小金を歩く いち歩  7日(木) 平日・塩の道新川を歩く いち歩  7日(火) ●菖蒲をめでる 船歩
 6日(日) 花島公園散策 ちば歩  9日(土) ＣＷＡ 11日(土) ミニ散歩/あじさい 船歩
 8日(火) 平日散歩 船歩 10日(日) ＣＷＡ 12日(日) 葛西緑道と水辺めぐり いち歩
11日(金) ★成田空港周遊ウオーク 東葛WＣ 12日(火) 平日散歩 船歩 13日(月) 綾瀬から堀切菖蒲園 北総歩
12日(土) じゅん菜池の梅 北総歩 16日(土) 船橋から谷津干潟 北総歩 15日(水) 健康ウオーク 東葛WＣ
13日(日) 市川の三大貝塚を歩く いち歩 17日(日) ●木更津名所めぐり ちば歩 16日(木) 市川動植物園周辺W ちば歩
16日(水) ★旧中川と河津桜 北総歩 19日(火) 森を歩く「船橋県民の森」 いち歩 18日(土) ●寅さんと矢切の渡し いち歩
17日(木) 観梅ウオーク（成田山公園） ちば歩 20日(水) 健康ウオーク 東葛WＣ 19日(日) ●犬吠名洗Ｗ 東総歩
19日(土) 柏の長屋門巡り 東葛WＣ 22日(金) ★お仙の藤Ｗ 東総歩 22日(水) つくば学園都市公園群 北総歩
20日(日) 観梅ウオーク 船歩 23日(土) ミニ散歩/藤 船歩 25日(土) 江戸川縁から水元公園 ちば歩
23日(水) ●坂田梅林Ｗ 東総歩 24日(日) ●柏北部のボタン 北総歩 26日(日) 行徳33ヶ所札所巡りⅡ 船歩
26日(土) ●総会Ｗ ちば歩 28日(木) お花見W（幕張のツツジ） ちば歩
27日(日) ●総会Ｗ 北総歩 29日(金) ★第１９回大正浪漫Ｗ 北総歩
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 2日(土) ★浜辺を歩こう ＣＷＡ  1日(土) ピンクリボン支援（北総） ＣＷＡ  1日(木) 平日・高谷JCTを望む いち歩
 3日(日) ●早朝ウオーク ちば歩  2日(日) ★防災ウオーク ちば歩  3日(土) ★もみじ山「紅葉」観賞 いち歩
 4日(月) ミニ散歩/ひまわり 船歩  3日(月) 松戸を歩く 北総歩  4日(日) ★忘年Ｗ 東総歩
 5日(火) 森を歩く「鎌ケ谷の森」 いち歩  5日(水) ★印旛沼周辺ウオーク 東葛WＣ  5日(月) 手賀川から手賀教会を訪ねる北総歩
 6日(水) 七夕前夜祭 東葛WＣ  6日(木) 平日・行徳の緑地公園めぐり いち歩  6日(火) 平日散歩 船歩
 9日(土) ●ユリとラベンダー 船歩  8日(土) 第3回新川チャレンジＷ 船歩 10日(土) ●忘年ウオーク ちば歩
10日(日) ●夏の風物詩浅草ほおずき市北総歩  9日(日) ●あけぼの山のコスモス 北総歩 11日(日) ●市川の戦争遺跡を歩く いち歩
16日(土) 健康ウオーク 東葛WＣ 10日(月) 江戸川歩輪ピック いち歩 14日(水) 小金牧新田双六 北総歩
17日(日) ●湖水ウォーク 東総歩 13日(木) ミニ散歩/コスモス 船歩 17日(土) 布施の弁財天 東葛WＣ
20日(水) ★葛西臨海公園 北総歩 15日(土) ●健康づくりウオーク ちば歩 18日(日) 鎌倉歴史探訪ウオーク支援 ＣＷＡ
30日(土) 松戸を歩く古民家斎藤邸 北総歩 16日(日) ★銚子大橋Ｗ 東総歩 18日(日) 納会Ｗ 船歩
 4日(木) 平日・谷津干潟の散策 いち歩 19日(水) ★江戸川を歩く 北総歩 22日(木) 年の瀬ウオーク ちば歩
 6日(土) ●ミニナイト松戸の花火 北総歩 22日(土) 真間川全域を歩く いち歩 24日(土) ●東葛で歩き納め 東葛WＣ
 7日(日) ●ラジオ体操 船歩 23日(日) ●県レクＷ ＣＷＡ 25日(日) ●柏の七福神案内ＰａｒｔⅡ 北総歩
25日(木) 稲穂風景ウオーク ちば歩 27日(木) ★隅田川十二橋めぐり ちば歩 30日(金) 年忘れ 船歩
27日(土) ★大町「梨街道」を歩く いち歩 29日(土) ●強者どもが夢の後Ⅰ 船歩
 2日(金) ★くつの日記念W ＣＷＡ 30日(日) 野田むらさきの里ふれあいＷ ＣＷＡ
 3日(土) ★秋の味覚を求めて 船歩  4日(金) ＣＷＡ
 4日(日) ●鮮魚街道を歩く 北総歩  5日(土) ＣＷＡ 第１7回CWA通常総会
 7日(水) ●新鎌周辺散策 東葛WＣ ＣＷＡ ３月19日（土）
10日(土) 森を歩く「松戸の森」 いち歩 ●秋の里山Ｗ 東総歩
11日(日) ●水滸伝・黒部川 東総歩  7日(月) みさと公園周辺散策 北総歩 指導者スキルアップ研修会
14日(水) 彼岸花を求めて 船歩  9日(水) ●平日散歩 船歩 前期：　７月２9日（金）
17日(土) 健康ウオーク 東葛WＣ 12日(土) 手賀沼ふれあいW ＣＷＡ 後期：　１2月2日（金）
18日(日) ●富津の吾妻神社馬だし祭り ちば歩 13日(日) ●スポレク祭ウオーク ちば歩
19日(月) ●祖光院「彼岸花」観賞 いち歩 16日(水) 鎌倉古道を歩こう 東葛WＣ ウオーキング指導員認定講習会
21日(水) 第２７回ビール工場見学 北総歩 19日(土) 森を歩く「藤原・柏井の森」 いち歩 前期：　５月２6日（木）
22日(木) 八千代彼岸花ウオーク ちば歩 20日(日) ●鬼平とスカイツリー 北総歩 後期：　９月２9日（木）
23日(金) 第3回荒川チャレンジＷ 船歩 23日(水) ●鎌ケ谷縦断三本の線 いち歩
24日(土) 沼南持法院の彼岸花 北総歩 24日(木) 船橋・海老川探訪W ちば歩

26日(土) ★北総鉄道沿線ウオーク 東葛WＣ
東京ノルディックWＦ支援 ＣＷＡ
★強者どもが夢の後Ⅱ 船歩

28日(月) 都心の銀杏並木 北総歩
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