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１２月末の会員数２７８名（継続会員２４６名、新入会員３２名）         ちば歩会報 ３３４号 P1

新年のご挨拶                               会長   中村 建策

あけましておめでとうございます。

歩く仲間の皆さまには、健やかに新しい年を迎えられたこととお慶び申し

上げます。昨年は、全体としては天候に恵まれ、会員の皆さまのご支援の

中で行事を進めることができました。会員の減少、高齢化が一層の進んで

いる中にありますが、参加者数はほぼ昨年並みの結果となりました。もう少

し短い距離を設けてとの要望する声に応えて、本年度は行事の中に 6 ㎞前

後のショートコースをできるだけ設けて、多くの人に歩きに来てもらうようにし

たいと思っています。

また、千葉市各区や公民館等へのウオーキングに関する出前教室については、自治体・地域社会へ

の貢献やウオーキングの仲間の輪を広げる視点から、今年も積極的に対応し、多くの人にウオーキング

の良さを伝え、普及を図っていく所存です。

通常の行事に加え、月一イヤーラウンドや楽々俳句会、パソコン教室も好評で、皆さまの参加をお待

ちしております。課題の一つに役員の減少していること、特に女性役員が少ないことがあります。行事運

営に当たって皆様のご支援・ご理解をお願い申し上げます。

皆さまにとって新しい年が歩く喜び、歩く楽しさ、歩ける幸せを感じられる一年になりますよう祈念し、

年の初めのご挨拶といたします。

事務局だより                   

（１） 初夢は見ましたか。

「一富士二鷹三茄子」は縁起の良い初夢として知られ、「フジの山のように末広がりでタカく飛び物

事をナス」という言葉が掛けられているようです。「いつでも夢を」という歌が、５０年ほど前に流行しまし

た。人間は、いつも夢を追いかけます。中国の故事に「邯鄲（かんたん）の夢枕」というのがあります。

趙の都の邯鄲で仙人に出会った若者が、夢が叶うという枕を授けられ、それを使うと人生の栄枯盛衰

全てを見、最後は眠るように死んだ。ふと目覚めると、それは仙人と出会った当日であり、寝る前に火

に掛けた粟粥がまだ煮上がってさえいない束の間の出来事であり、人生が夢のように儚いものである

という事に気づきます。払えない欲を払い、分相応の夢を持つことは肝要であるがまことに難しい。

今年の会員数は、昨年度末から２６名減の２５２名からスタートします。ちば歩の役員の夢は、行事

参加者に「楽しく親しく元気よく」歩いていただくことです。今年もよろしくお願いします。

(２) ２０１９年度新入会員の紹介 （現在７名 次号に続く） 積極的なご参加を期待しております。

C-１９３２ 齋藤 和子 香取市佐原 C-1933 田丸 雅美 花見川区宮野木台 （敬称略）

(３) 訃報  故人を偲び謹んで哀悼の意を表します。

会員の黒川政幸さん（稲毛区緑町８５歳）、山越得次さん（若葉区若松町８３歳）が逝去されました。

（４）JWA 関係の表彰者（２０１８年１２月まで）  おめでとうございます。これからも更なる挑戦を

・金メダル …小松浩幸  伊藤 博     (敬称略）

楽しく親しく元気よく歩こう
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※はⅭリーグ行事

私の一句  「玉砂利を踏んで確かむ寒さかな」  武彦            ちば歩会報 ３３４号  P２

☆忘年ウオーク

担当チーフ：              大岩 成徳

実 施 日：１２月１５日（土）  天候：晴

集合場所：千葉公園      １０時００分

解散場所：今井公園      １５時１０分

参加人数：１２７名（ちば歩１１２名、他協会１１名、

                       一般４名）

歩行距離：１０ｋｍ     昼食場所：ポートパーク

冬晴れの中、久しぶりの千葉公園を出発して JR 千

葉みなと駅を抜け錨モニュメントのある旅客桟橋に着

きました。当日より千葉みなとクリスマスマーケットが開

催され、多くの一般客がおりました。ケーズハーバー

を通過しポートタワーのあるポートパークに向かいま

した。

昼 食 時

間は 75 分

と常より多

く と り 、 出

来 る だ け

多 く の 人

（ ６ ５ 歳 以

上 の 千 葉

県 民 で 証

明 書 が あ

れば無料）にポートタワーに登ってもらえる様にしまし

た。４階の展望室から千葉市内や千葉港は元より、東

京ビル群やスカイツリーも望むことが出来ました。しか

し朝見えていた富士山は残念ながら雲の中。途中ハ

ーバーシティーのアリオで参加者の要望により一次

解散を実施しました。ここより忘年会に参加する人を

含め今井公園に向かいました。参加者皆様の協力に

より無事に終える事が出来た事を感謝致します。

更に忘年会に参加した皆様、忘年会の計画から実

施段階まで協力頂いた役員に感謝致します。

第１８７回平日楽々ウオーク「年の瀬ウオーク」

担当チーフ：       田口 康光
実 施 日 ；１２月２７日（木）    天候；晴れ  

集合場所 ；浜野駅東口公園 （内房線浜野駅

        徒歩５分） １０時００分

解散場所；通町公園（JR 千葉駅徒歩１０分）

１４時４０分

参加人員 ；１３２名（ちば歩１１６名）

歩行距離 ：１１kｍ

北風のふく寒い一日と予報されましたが小春日

和を思わせるポカポカ陽気となりました。

出発前から着ぶくれした服を一枚また一枚と脱

いでからの出発になりました。班編成を採らなかっ

たからか長い列となり想定外の列詰め休憩を取り

ながらの歩行となりました。

蘇我スポーツ公園でトイレ休憩を取りましたがサ

ッカーの

練 習 に

興じる若

者の姿が

多く見受

けられ熱

心なもの

と 感 心 し

ま し た 。

シ ョ ッ ピ

ングモー

ルは年の瀬のためか人手が思ったほどではないと

思いました。

青葉の森で昼食休憩を取り、平日表彰式はいつ

もより多い７人となりました。

都川沿いを歩き通町公園に到着、中村会長の

発声で乾杯をして今年のウオーキングの納めとなり

ました。

歩きやすい天候で無事歩き納めができました、参

加の皆様のご協力に感謝申し上げます。



楽しく歩いて健康な笑顔！！元気は自分で掴むもの…ヒロコ             ちば歩会報 ３３４号 Ｐ３

           

ねんりんピック富山 2018 に参加して             
C-１７７６ 能間 英作

第３１回全国健康福祉祭とやま大会（ねんりんピ

ック富山２０１８）は、富山県内で１１月３日～６日に

亘り開催された。千葉市代表としてウォークラリー

競技に、大岩成徳氏、菊池忠徳氏、石橋通男氏、

丹羽豊隆氏、代表能間英作の５名がチームを組

み参加した。

出発に先だち、千葉市選手団の結団式が１０月

１７日千葉市役所で行われ、熊谷市長、千葉市ス

ポレク川村会長初め、各競技団体推薦役員より激

励のお言葉がありました。続いて旅行会社の人より

説明があり、４日がウォークラリー本番で、５日～６

日は自由日だと説明を受けた。

１１月２日 晴れ  いざ富山へ

東京駅１３時集合、北陸新幹線で富山へ、宿泊

先の湯神子温泉へはバス３台で移動。夕食会は

選手・市担当者・添乗員１０７名が一同に集まり大

宴会、各競技代表者が決意を述べ盛り上がった。

１１月３日(土) 快晴 開会式に参加

総合開会式に参加のため、宿泊先を 7 時 30 分

バスで出発。8 時 30 分頃総合開会式が行われる

富山県総合運動公園陸上競技場広場着。各県代

表選手団約 1 万人が集まり、大賑わいだった。待

つこと約 2 時間、選手団の入場行進が開始。千葉

市選手団は「かそりーぬ」の手旗を振って１６番目

の入場。華やかな行進に、甲子園を夢みた少年

が、８０歳を前にして夢が叶なったようで感動しまし

た。開会宣言に続いて主催関係者のご挨拶後、

元気とやま宣言で、式典は終了。

選手団はスタンドへ移動し、弁当を食べながら、

富山県出身の女優柴田理惠さんがナビゲーター

を務める歓迎のアトラクション見て楽しむ。閉会

後、宿泊先へ向う為、他県のウォークラリーチーム

と一緒のバス３台でグリーンビュー立山へ。

１１月４日(日)晴 競技当日

７時３０分出発。ウォークラリー大会会場の立山

グリーンパーク吉峰に８時頃着。よしみね交流会館

前で開会式が行われ、大会会長・舟橋貴之立山町

長のユーモアあるご挨拶。歓迎アトラクションでは立

山権現太鼓等が賑やかに行われた。１０時より、参

加４４チームが２コースに別れ、１分間隔でスター

ト。我がチームは地元中学生を同行し、１０時１５分

吉峰コースを遂にスタート。コマ図のチェックポイン

トは、輪投げコーナーや観察コーナーを含めて１３

ヶ所。質問にうまく回答できず、再度観察コーナー

へ戻るハプニングも再々。

競技距離が未発表（約３Km と後で確認）の中、ア

ップ・ダウンのあるコースを２時間ほどかけて頑張っ

てゴール。しかし、１４時からの表彰式では、我がチ

ームが呼ばれることはなく、一同ガッカリ。歩きに時

間をかけすぎたと深く反省しつつ、バスで宿泊先の

グリービュー立山へ。

１１月５日(月)快晴 雪原の立山へ

今日は自由日なので、立山黒部アルペンルート

に出かける。ホテルから徒歩５分の立山駅よりケー

ブルカーで美女平、さらにバスで室堂へ。車窓から

の紅葉がきれいだと思っている間に、一面が真っ白

となり、室堂着。バスを降りたら、足が滑って歩行困

難な状態だった。背に雪化粧した立山連山、前に

雷鳥を見て、記念写真。

立山駅へ下山し、続いてバスで称名滝へ。落差

３５０ｍの日本一の滝を見学、赤や黄色の紅葉は見

事だった。

11 月 6 日(火)雨のち曇り さて、千葉へ

今日は選手団合同で１５時１０分発の新幹線で

千葉に戻る日だ。待機時間を利用して、我々は富

岩水上ラインの船に乗り、中島閘門を見学した。

競技では、充分な成果を上げることが出来ませ

んでしたが、チームは和気あいあいの５日間を楽し

く過すことが出来ました。お世話になった関係者に

感謝申し上げます。



※C は Ç リーグを示す

あるきめです次回発行日  ２月１０日（日）                    ちば歩会報 ３３４号 P４

例会案内 ２０１9 年 ２月～４月

☆総会ウオーク

担当チーフ：佐藤芳雄 ℡：０９０-１５０７-６８０３

実施日：２月２３日(土) １３時 １１ｋｍ団体歩行

参加費：ＣＷＡ加盟団体：無料、その他：３００円

集 合：今井公園（ＪＲ蘇我駅徒歩３分）

解 散：吾妻公園（ＪＲ千葉駅徒歩１０分）１６時３０分頃

コース：今井公園→松ヶ丘公民館→仁戸名市民の森

→千葉市都市緑化植物園→本町公園→吾妻公園

午前の総会後、午後からのスタートなので、あまり

遅くならないようにします。普段歩かない松ヶ丘、仁

戸名、星久喜等の公園を歩きます。歩道が少ないコ

ースが多いです。

☆特別例会 第１８回防災ウオーク 稲毛区 ※C

担当チーフ：日向安昭    ℡：０９０-８３０５-６６０１

実施日：３月９日(土)    参加費：一律５００円

５００選 ２２Km 自由歩行 １１Km 団体歩行

集合時間 ９時 １０時

集合場所 市川アイリンクタウ

ン (JR 総武線市

川駅徒２分)

新検見川公園
(JR 総武線新検見

川駅徒歩３分）

解散場所 稲毛なかよし公園 １３時～１５時

JR 総武線稲毛駅徒歩８分    

災害に備えて、災害時の救護施設を意識したウオー

クと防災訓練を取り組んだウオーク

✩幕張ウオーク（幕張から稲毛海岸へ）

担当チーフ：大岩成徳  ℡：０９０-７２４５-８１０６

実施日：３月１６日(土)

距離 集合 解散

12Km

幕 張 海 浜 公

園(JR 京葉線

海 浜 幕 張 駅

徒歩１０分)

９時３０分

高洲公園(JR 京葉線稲毛

海岸駅徒歩５分)

１４時３０分頃

7Km

検見川浜駅(JR 京葉線検見

川駅徒歩１分)１２時１５分頃

コース：海浜幕張公園→浜田川→マリンスタジアム→

幕張海岸→美浜大橋→ヨットハーバー→花の美

術館（昼食）→稲毛海岸→高洲公園

☆特別例会 第２２回千葉の水回廊＆疏水百選※C

  印旛沼ウオーク    参加費一律 ５００円

担当チーフ：田口康光    ℡：０８０-３１５６-７４８２

実施日：４月６日(土) 自由歩行 １０Km コース５００選

集合：３０Km 京成酒々井駅東口広場(京成本線

酒々井駅徒歩 1 分) ８時

   ２０Km JR 佐倉駅北口広場(JR 総武線北口徒

歩 1 分)        ９時

平日楽々ウオーク案内２０１9 年１月～３月

参 加 費 ちば歩会員：100 円  

その他：300 円

表   彰 参加回数 10，30，50,75 回以降２５

回ごと 200 回まで平日楽々パスポ

ートを確認し記念品を贈呈します

第 188 回平日楽々ウオーク 千葉市内初歩き

担当チーフ：遠藤吉樹  ℡：080-6543-8508

実施日:1 月 31 日(木)   １０時集合１１Km

集合：新検見川公園(JR 総武線新検見川駅徒歩３分）

解散：通町公園(ＪＲ総武線千葉駅徒歩１０分）

            １４時３０分頃

コース：新検見川公園(スタート)→検見川神社→

浅間神社→西千葉公園(昼食)→護国神社→千葉

公園→千葉神社・通町公園(ゴール)

2019 年千葉市内初歩きです。神社巡りをし、健や

かなウオーキングを祈念します。

第 189 回平日楽々ウオーク中山のおひな祭り

担当チーフ 中嶋久登  ℡：０９０-８８９１‐４４３９

実施日：２月２８日(木) １０時集合 １２Km

集合：天沼弁天池公園(JR 船橋駅徒歩１０分)

解散：小栗原蓮池公園(京成中山駅徒歩５分

JR 下総中山駅徒歩１０分) １４時３０分頃

コース：天沼弁天池公園→夏見日枝神社→船橋

運動公園(トイレ)→長津川親水公園→行田公園

(昼食)→中山競馬場→中山法華経寺(トイレ)→小

栗原蓮池公園  

中山法華経寺本院の七段飾りや参道商店街のお

雛様をじっくり鑑賞しましょう

第１９０回平日楽々ウオーク

「若葉区と四街道市の市境を歩く(しだれ桜)」

担当チーフ：三枝勝雄 ℡：０８０－５０２８－２３４３

実施日：３月２８日(木) ９時１５分集合 １２Km

集合：四街道中央公園(JR 総武線 四街道駅徒歩８分)

解散：千葉都市モノレール千城台駅 １４時頃

千葉市若葉区と四街道市の市境を歩き、四街

道市吉岡にある福星寺(ふくしょうじ)のしだれ桜を

見学します。このしだれ桜は樹齢約３７０年余りで

目通り周囲３．３メートル 樹高１４メートルで素晴ら

しい花を咲かせます。コース 中央公園🚻 →総合

公園🚻 →福星寺（しだれ桜）→下田農産物直売

所🚻 （昼食）→鷹の台公園🚻 →千城台駅

１０Km 新検見川公園（JR 総武線新検見川

駅徒歩２分） １０時

解散 大和田排水機場 (京成本線大和田駅１２分)

    ゴール対応１６時まで


