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日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

3 ／
4㊏

東京都世田谷区 【距】公園内1周2㎞を各人の体力に合わせ周
回【集】駒沢公園　陸上競技場Dゲート脇受
付・8時30分～【解】終了11時30分【参】入会
金500円、参加無料。【問】（一財）東京都弘
済会【☎】03-3551-1101（平日9時～17時）

駒沢公園歩こう会（東海道・中山道を踏
破）※第1・3土曜日、第2・4水曜日開催
大阪府大阪市 ☆【距】10/7km【集】JR大阪環状線大阪駅中央

口・9時45分迄【解】JR大阪環状線玉造駅10
キロ：14時30分、7キロ：13時30分【参】300円　
但し、父兄同伴の中学生以下は無料【問】大
阪府歩け歩け協会【☎】06-6809-7006

大阪環状線駅からウオーク　今日
も元気な天神橋筋商店街を歩く
佐賀県唐津市 ☆【距】10km【集】JR唐津駅・9時【解】JR唐

津駅・12時30分【参】標準【問】ふくおか
W協会【☎】090-5293-7377唐津のひな祭りウオーク

5㊐ 北海道札幌市 ☆【距】10/5km【集】北1条公共地下歩道
広場（地下鉄大通駅）・9時30分【解】北1
条公共地下歩道広場・12時30分【参】標
準【問】札幌歩こう会【☎】011-299-
7978

残雪ウォーク

埼玉県吉見町 ☆【距】13・駅から【集】東松山市ウオーキングセ
ンター（東松山駅13分）受付9時～9時15分
【解】東松山市ウオーキングセンター・12時
30分【参】会員無料・会員外300円【問】東
松山歩こう会【☎】090-1615-5210　中村

早春ウオーク・SWA指定例
会
福井県坂井市 ☆【距】14km【集】JR丸岡駅・9時50分

【解】JR丸岡駅・14時50分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684酒蔵開放

8㊌ 茨城県つくば市他 ☆【距】16km【集】JR常磐線荒川沖駅西口・9時
～9時30分【解】JR常磐線ひたち野うしく駅西
口・14時30分【参】会員200円、他協会員・一
般300円【問】水郷つくば・土浦歩こう会　
https://sttwclub.com【☎】090-9831-3703

早春の学園都市公園巡り
（梅園・洞峰公園等）
東京都世田谷区 【距】公園内1周2㎞を各人の体力に合わせ周

回【集】駒沢公園　陸上競技場Dゲート脇受
付・8時30分～【解】終了11時30分【参】入会
金500円、参加無料。【問】（一財）東京都弘
済会【☎】03-3551-1101（平日9時～17時）

駒沢公園歩こう会（東海道・中山道を踏
破）※第1・3土曜日、第2・4水曜日開催

11㊏ 千葉県船橋市 ☆【距】7/10km【集】三咲公園（新京成線滝不
動駅8分）・9時～9時30分【解】7㎞　アンデ
ルセン公園西ゲート前・12時　10㎞三咲駅
前・自由解散【参】会員100円・その他300円
【問】いちかわ歩こう会【☎】090-2645-6086

アンデルセン公園を訪ねて

東京都世田谷区・杉並・渋谷・新宿 ☆【距】10km【集】上北沢公園（京王線　上北沢駅南
口から徒歩3分）9時30分【解】四谷大木戸水番所跡
（地下鉄新宿御苑前駅徒歩3分）午後2時30分【参】
会員200円　他協会300円一般500円【問】武蔵野
歩こう会　担当　元木【☎】.090-8806-2632

第5回シリーズウォーク　玉川上水を下
る「上北沢駅から四谷大木戸水番所」
大阪府大阪市 ☆【距】8km【集】大阪市役所南側広場（JR

東西線北新地駅10分）・10時【解】JR大
阪環状線天満駅・12時30分【参】標準
【問】神戸W協会【☎】078-251-0114

阪神間モダニズム⑫「歩いて巡る古き
良き大阪②」（昼食休憩はありません）

日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

11㊏ 大阪府大阪市 ☆【距】11km【集】長居公園（JR阪和線長
居駅徒歩約5分）・9時45分【解】JR阪和
線三国ヶ丘駅14時30分【参】標準【問】
大阪・関西歩け歩け協会【☎】06-6312-
0300

住吉さんから御陵まで

大阪府八尾市 ☆【距】12km【集】山本八幡宮（近鉄大阪線　
河内山本駅下車すぐ）9時45分【解】近鉄
大阪線　久宝寺口駅・14時30分【参】標
準【問】南大阪歩け歩け協会【☎】
06-6941-0373

玉串川から八尾市寺内町め
ぐり
大阪府豊中市 ☆【距】14/7km【集】JR宝塚線北伊丹駅南

口・9時45分迄【解】JR宝塚線川西池田
駅14キロ：15時30分、7キロ：13時30分
【参】標準【問】大阪府歩け歩け協会【☎】
06-6809-7006

花めぐり②　鮮やかに春を
告げるミモザを見に行こう！

12㊐ 宮城県石巻市 ☆【距】10km【集】JR石巻線前谷地駅前広
場・9時30分【解】JR石巻線前谷地駅前
広場・12時45分頃【参】標準【問】宮城県
ウオーキング協会　本田【☎】022-252-
8520

旭山ウオーク

千葉県流山市他 ☆ 【距】5/11km【集】南流山中央公園（JR武蔵野線・TX線　南流山駅3
分）9時15分【解】5km流山おおたかの森駅南口公園（TX線・東武野田
線　流山おおたかの森駅4分）11時頃　11km柏の葉アクアテラス（TX
線　柏の葉キャンパス駅5分）13時30分頃【参】北総・CWA加盟団体会
員　無料、その他300円【問】北総歩こう会（島）【☎】090-9231-6664

つくばエクスプレス線沿線
を歩く
東京都調布市 ☆ 【距】40/20/12km【集】40キロ：恵比寿公園（JR恵比寿駅西口5分）8時～8時30分　20キロ：

調布市役所前庭（京王線調布駅中央口5分）9時30分～10時　12キロ：中川原公園（京王線
中川原駅改札口5分）10時～10時30分【解】多摩中央公園（京王線・小田急線多摩センター
駅5分）13時～15時30分【参】事前申込：会員1,200円、他協会員一般1,500円、中学生700
円　当日申込：一律1,800円中学生1,000円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

第31回東京春一番・多摩川十里
【卒業生祝福ウォーク】《自由歩行》
福井県あわら市 ☆【距】15km【集】JR牛ノ谷駅・9時10分

【解】JR細呂木駅・13時30分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684北陸線駅からウォーク（1）

京都府京都市 ☆【距】11km【集】JR・奈良線　藤森駅・9
時30分～10時【解】地下鉄・竹田駅・14時
【参】標準【問】京都府W協会【☎】075-
353-6464

徳川家康②　長期政権を築く‼　征夷
大将軍の宣下を受け江戸幕府を開く
大阪府大阪市 ☆【距】11km【集】京橋公園（JR大阪環状

線京橋駅）・9時【解】JR学研都市線鴻池
新田駅・12時【参】標準【問】近笑会【☎】
090-2191-0629

浪花すみれの大阪大好きや
③　鶴見緑地さくらウオーク
大阪府堺市 ☆【距】11km【集】JR阪和線堺市駅・9時45

分迄【解】JR阪和線長居駅・14時30分
【参】標準【問】大阪府歩け歩け協会【☎】
06-6809-7006

地図を片手に！ シリーズ②　大泉緑
地から長居公園へ“春”を求めて歩く
大阪市東住吉区 ☆【距】12km【集】てんしば（JR天王寺駅）・9

時45分【解】長居公園噴水前・14時30分
【参】標準【問】河内長野歩こう会【☎】
080-8326-1962

大阪市24区緑のウオーキ
ング（東住吉区）

14㊋ 神奈川県横浜市 ☆【距】10km【集】楽老南公園（相鉄線　三
ツ境駅5分）・9時～9時30分【解】鶴ヶ峰
駅前（相鉄線　鶴ヶ峰駅1分）12時【参】
会員200円、他協会員300円、一般500円
【問】よこはまW協会【☎】045-290-1029

矢指市民の森を歩く

京都府京都市 ☆【距】13km【集】駅南広場（JR京都線長
岡京駅）・9時【解】JR京都線長岡京駅・
12時【参】標準【問】近笑会【☎】090-
2191-0629

淀の河津桜ウオーク

15㊌ 東京都八王子市 ☆【距】8/13km【集】熊野神社（JR　高尾駅・5
分）9:00～9:30【解】駒木野公園（JR高尾駅・
京王高尾山口駅15分）10:30～12:00【参】相
模原市・神奈川県・町田　会員200円・他標準
【問】相模原市W協会【☎】090-4134-5808

高尾梅の郷 観゙梅ウォーグ

東京都練馬区 ☆【距】12km【集】常盤台公園（東武東上線と
きわ台駅3分）9時45分～10時【解】石神井
公園（西武池袋線石神井公園駅8分）13時
【参】会員200円、他協会400円、一般500
円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

第248回ウィークデーウォーク～中流域を歩
くー川辺の風景「石神井川②」《自由歩行》

16㊍ 大阪府大阪市 ☆【距】10km【集】森小路公園（大阪メトロ
谷町線　千林大宮駅下車1号出入口　
5分）10時【解】大阪メトロ堺筋線　天神
橋筋六丁目駅・14時【参】300円【問】南
大阪歩け歩け協会【☎】06-6941-0373

ミステリーウオーク　第81
回

17㊎ 東京都千代田区 ☆【距】10km【集】TWA事務所（都営線小
川町駅5分）10時～12時【解】TWA事務
所（都営線小川町駅5分）15時【参】会員
200円、他協会400円、一般500円【問】
東京都W協会【☎】03-3295-6262

ゆったり名所めぐり「皇居周辺
さわやか巡り！」《自由歩行》

☆＝日本市民スポーツ連盟（JVA）認定大会　●＝「美しい日本の歩きたくな
るみち」500選公式大会認定コースが含まれます。数字は認定番号です。
※掲載スペースの都合上、参加費の掲載依頼頻度が高い「会員無料、他協会
300円、一般500円」は「標準」と掲載しています。

各イベントは、毎奇数月20日までに掲載依頼のあったものです。記載さ
れた解散時間は予定であり、一部のイベントを除き距離は目安です。ま
た、社会情勢その他の事情により中止や延期になる場合がございます
ので、詳しくは各イベント主催者にお問い合わせください。

2023年3月1日〜5月10日

イベントスケジュール
E V E N T  S C H E D U L E

3月10日以前の情報は前号もご覧ください。
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日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

17㊎ 大阪府河内長野市 ☆【距】10km【集】駅前広場（南海・近鉄/河
内長野駅）・9時【解】南海・近鉄/河内長
野駅・12時【参】標準【問】近笑会【☎】
090-2191-0629

歩いて行く！ 大阪の道の駅
②「奥河内くろまろの郷」

18㊏ 北海道札幌市 ☆【距】10/5km【集】北1条公共地下歩道
広場（地下鉄大通駅）・9時30分【解】北1
条公共地下歩道広場・12時30分【参】標
準【問】札幌歩こう会【☎】011-299-
7978

ウィンターウォーク（北コー
ス）
千葉県千葉市 ☆【距】17/13/6km【集】通町公園（JR総武線千葉駅徒

歩10分）・17㎞コース9時・13㎞コース9時30分・6㎞コ
ース10時【解】通町公園（JR総武線千葉駅徒歩10分）
11時30分～14時30分【参】会員200円、その他300円
【問】NPO法人ちば歩こう会【☎】090-7245-8106

皆でイヤーラウンドを歩こ
う
東京都世田谷区 【距】公園内1周2㎞を各人の体力に合わせ周

回【集】駒沢公園　陸上競技場Dゲート脇受
付・8時30分～【解】終了11時30分【参】入会
金500円、参加無料。【問】（一財）東京都弘
済会【☎】03-3551-1101（平日9時～17時）

駒沢公園歩こう会（東海道・中山道を踏
破）※第1・3土曜日、第2・4水曜日開催
東京都千代田区 ☆【距】10km【集】日比谷公園健康運動広場（JR

有楽町駅日比谷口10分・メトロ日比谷駅A14出
口5分）9時45分～10時【解】五反田公園（JR・
都営線五反田駅5分）12時30分【参】一律500
円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

第78回　日比谷街角ウォーク“街
角に楽しさを探して”《自由歩行》
大阪府大阪市 ☆【距】10km【集】てんしば（JR大阪環状線

天王寺駅中央口からスタッフが案内）受
付・9時50分迄【解】あべのキューズモー
ル・14時30分【参】無料【問】大阪府歩け
歩け協会【☎】06-6809-7006

Welcomingアベノ・天王寺　天王
寺七名水めぐりと歴史街道を歩く

19㊐ 埼玉県さいたま市 ☆【距】13km【集】蕨城址公園（JR京浜東
北線蕨駅10分）・9時【解】大宮駅東口入
口（JR大宮駅3分）・13時30分【参】会員
無料・他協会及び一般500円【問】さいた
ま市与野歩こう会【☎】090-4747-7047

中山道を歩く③蕨～大宮

東京都三鷹市 ☆【距】10km【集】井の頭公園野外ステージ前
（JR,京王井の頭線吉祥寺駅公園口5分）
9時45分～10時【解】総持寺（西武新宿
線田無駅5分）12時30分【参】一律500円
【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

第78回井の頭自然ウォーク“自然と
のふれあいを楽しみに”《自由歩行》
福井県永平寺町 ☆【距】11／9km【集】えちぜん鉄道永平寺口

駅・9時【解】えちぜん鉄道永平寺口駅・11キロ：
12時30分　えちぜん鉄道松岡駅・9キロ：12時
【参】会員100円、他協会員300円、一般500
円【問】福井県W協会【☎】090-5173-0689

「ハイ！ ウオークツーをもう
一度」in松岡
滋賀県大津市 ☆【距】18km【集】JR湖西線堅田駅・9時30

分【解】JR4琵琶湖線大津駅・15時【参】
別途予約制【問】滋賀県W協会【☎】
077-599-4625

琵琶湖一周健康ウオーキン
グ2022⑭
兵庫県三田市 ☆【距】25km【集】JR/福知山線　相野駅・

9時【解】JR福知山草野駅・15時【参】
500円【問】大阪W連合【☎】072-891-
7200

《海抜550mからの大展望》　
播州清水寺ハイキングコース

21㊋ 茨城県土浦市他 ☆【距】13km/27km【集】JR常磐線土浦駅・8時
45分～9時【解】13km新屋敷バス停・12時、
27km土浦駅・16時【参】会員200円、他協会
員・一般300円【問】水郷つくば・土浦歩こう会　
https://sttwclub.com【☎】090-5391-3437

関東ふれあいの道茨城16
（予科練ゆかりのみち）
千葉県千葉市 ☆【距】7km【集】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10分）12時
15分～12時30分【解】JR稲毛駅東口・15
時迄【参】CWA加盟団体無料　その他300
円【問】千葉県W協会【☎】043-309-5606

CWA総会ウオーク

福井県敦賀市 ☆【距】10km【集】JR敦賀駅・9時10分
【解】JR敦賀駅・12時50分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684堂山砦跡探索

滋賀県大津市 ☆【距】12km【集】JR琵琶湖線大津駅・9時
30分【解】JR湖西線大津京駅・14時
【参】標準【問】滋賀県W協会【☎】077-
599-4625

大津なぎさウオーク　早咲
き桜・今年は？
大阪府吹田市 ☆【距】11/6km【集】JR京都線吹田駅北出

口・9時45分迄【解】JR京都線茨木駅11
キロ：14時30分、6キロ：13時【参】標準
【 問 】大 阪 府 歩け歩け協 会【 ☎ 】
06-6809-7006

花めぐり③“さくら”満開！ 摂
津の春を楽しもう

22㊌
～
25㊏

長野県・山梨県 ☆【距】40km【集】JR中津川駅・9時【解】JR
三島駅・14時【参】会員　70,000円　非
会員　75,000円【問】NPO法人J落零ウ
ォーキング倶楽部【☎】077-422-4150

500選マンホールカード36か所　
長野県・山梨県全域ダブル制覇

日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

22㊌ 茨城県牛久市 ☆【距】13／28km【集】藤代駅南口広場付近（常磐線藤代駅下
車）、8時30分から9時45分まで受付け【解】13kmは牛久駅西
口付近、12時から13時30分受付け　28kmは藤代駅改札前
付近、12時から15時30分受付け【参】東葛会員は無料、その他
一律300円【問】東葛ウォーキングクラブ【☎】090-3345-8750

牛久沼周辺ウオーク

東京都世田谷区 【距】公園内1周2㎞を各人の体力に合わせ周
回【集】駒沢公園　陸上競技場Dゲート脇受
付・8時30分～【解】終了11時30分【参】入会
金500円、参加無料。【問】（一財）東京都弘
済会【☎】03-3551-1101（平日9時～17時）

駒沢公園歩こう会（東海道・中山道を踏
破）※第1・3土曜日、第2・4水曜日開催
神奈川県藤沢市 ☆【距】10/11km【集】奧田公園（JR、小田急　

藤沢駅南口7分）9：00～9：30【解】江の島
ヨットハーバー12：00【参】KWA会員200
円、他協会員300円、一般500円【問】湘
南ふじさわW協会【☎】0466-28-2052

江の島をぐるっと

兵庫県尼崎市 ☆【距】12km【集】伊丹駅前公園（JR宝塚
線伊丹駅）・9時45分【解】JR東西線加島
駅14時30分【参】標準【問】大阪・関西歩
け歩け協会【☎】06-6312-0300

スカイパークと尼崎三川ウ
オーク

23㊍ 千葉県柏市 ☆ 【距】10/6km【集】高柳近隣センター駐車場（東武アーバンパークラ
イン　高柳駅東口徒歩5分）・9時30分【解】6Kmコース　東武アー
バンパークライン　逆井駅東口・11時45分頃　10Kmコース　東武
アーバンパークライン　逆井駅西口・13時45分頃【参】会員100円、
その他300円【問】NPO法人ちば歩こう会【☎】090-7414-5014

平日楽々ウオーク「カタクリ
の花観賞ウオーク」
神奈川県藤沢市 ☆【距】10km【集】円行公園（相鉄・小田急

線　湘南台駅7分）9時～9時30分【解】
藤沢本町駅・11時30分【参】KWA　200　
他協会300　一般500【問】県央W協会
【☎】046-263-5154

引地川親水公園のさくら　
川②
大阪府東大阪市 ☆【距】10km【集】放出駅南公園（JR学研

都市線放出駅）・9時【解】JRおおさか東線
俊徳道駅・12時【参】標準【問】近笑会
【☎】090-2191-0629

東大阪市の丸形郵便ポスト
を探そう

24㊎ 東京都千代田区 ☆【距】10km【集】TWA事務所（都営線小
川町駅5分）10時～12時【解】TWA事務
所（都営線小川町駅5分）15時【参】会員
200円、他協会400円、一般500円【問】
東京都W協会【☎】03-3295-6262

ゆったり名所めぐり「皇居周辺
さわやか巡り！」《自由歩行》
神奈川県相模原市 ☆【距】10km【集】鹿沼公園（JR淵野辺駅5

分）9:00～9:30【解】JR相模原駅・10:30
～　12:00【参】相模原市・神奈川県・町
田　会員200円・他標準【問】相模原市
W協会【☎】090-4134-5808

櫻ウオーク2023

奈良県奈良市 ☆● 29-11 【距】23/10km【集】奈良公園登大路園地（奈良県庁前）23㎞・7時30分～9
時　10㎞・8時30分～10時【解】23㎞・JR大和路線奈良駅・近鉄奈良線奈良
駅・17時。　10㎞・奈良公園登大路園地・14時。【参】23㎞・1500円（参加記
念・現地おもてなし有り）事前申込みのみ可。　10㎞・1000円（参加記念品）事
前申込可、当日受付可。【問】NPO法人奈良県W協会【☎】0744-24-3110

第20回大和路まほろばワンデーウオーク　柳生街道を歩く健脚コー
ス23㎞　世界遺産を巡る10㎞登録25周年記念〈受付後自由歩行〉

25㊏ 東京都調布市・狛江市・世田谷区 ☆【距】10km【集】京王線　国領駅前　午
前9時30分【解】東急　二子玉川駅前　
午後2時30分【参】会員200円　他協会
300円一般500円【問】武蔵野歩こう会　
担当　元木【☎】090-8806-2632

武蔵野の路・野川コース

兵庫県神戸市 ☆【距】14km【集】JR神戸線灘駅北側駅前
広場・10時【解】JR神戸線神戸駅・14:30
【参】標準【問】神戸W協会【☎】078-
251-0114

山麓リボンの道②

兵庫県芦屋市・神戸市 ☆【距】12km【集】上宮川公園（JR神戸線　
芦屋駅下車　10分）9時45分【解】JR神
戸線　住吉駅・14時30分【参】標準【問】
南大阪歩け歩け協会【☎】06-6941-
0373

アーモンド並木と灘の酒蔵
散策
奈良県橿原市 ☆【距】10km【集】近鉄大阪線大和八木駅・

10時【解】近鉄大阪線大和八木駅・14時
【参】標準【問】大阪W連合【☎】072-
891-7200

百人一首ゆかりの地　二番　
持統天皇
広島県広島市 ☆【距】16km【集】JR可部駅・9時【解】JR可

部駅・15時【参】標準【問】広島県W協会
【☎】082-242-6101　070-4160-
1076

可部　三入散策ウオーク

大阪市西区・住吉区 ☆【距】12km【集】靭公園　阿弥陀池筋側
（大阪メトロ阿波座駅9番出口）・9時45分
【解】南海住吉大社駅・14時30分【参】標
準【問】河内長野歩こう会【☎】080-
8326-1962

川シリーズ　木津川

26㊐ 千葉県市川市 ☆【距】9/13km【集】中山法華経寺（JR総武線下
総中山駅10分・京成線中山駅5分）・8時30分
～9時【解】9㎞浮嶋弁財天11時30分・13㎞手
児奈霊神堂14時【参】会員200円・その他300円
【問】いちかわ歩こう会【☎】090-4559-0717

市川市内の桜三昧
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日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

31㊎ 愛知県 ☆● 23-02【距】15km【集】名鉄岩倉駅・10時【解】
名鉄羽黒駅・15時【参】標準【問】NPO法
人J落零ウォーキング倶楽部【☎】077-
422-4150

マンホールカード　五条川
のお花見ウォーク

4 ／
1㊏

埼玉県北本市 ☆【距】12km【集】JR北本駅西口広場・（JR
高崎線北本駅）・9時【解】北本駅西口・
13:30【参】会員無料・他協会及び一般
300円【問】さいたま市与野歩こう会【☎】
090-4747-7047

北本市の桜めぐり

千葉県八千代市他 ☆ 【距】30/20/10km【集】30kmコース・京成酒々井駅東口（京成本線京成酒々
井伊駅徒歩1分）・8時、20kmコース・佐倉駅北口（JR総武本線佐倉駅徒歩2
分）9時、10kmコース・新検見川公園（JR総武線新検見川駅徒歩3分）・10時
【解】大和田排水機場（京成本線京成大和田駅徒歩12分）15時30分【参】会
員400円、その他500円【問】NPO法人ちば歩こう会【☎】090-6543-8508

第26回千葉の水回廊&疏
水百選印旛沼ウオーク
東京都世田谷区 【距】公園内1周2㎞を各人の体力に合わせ周

回【集】駒沢公園　陸上競技場Dゲート脇受
付・8時30分～【解】終了11時30分【参】入会
金500円、参加無料。【問】（一財）東京都弘
済会【☎】03-3551-1101（平日9時～17時）

駒沢公園歩こう会（東海道・中山道を踏
破）※第1・3土曜日、第2・4水曜日開催
福井県おおい町 ☆【距】16km【集】JR小浜線若狭本郷駅・9

時20分【解】JR小浜線若狭本郷駅・14時
【参】会員100円、他協会員300円、一般
500円【問】福井県W協会【☎】090-
5173-0689

桜並木・きのこの森ウオーク

福井県小浜市 ☆【距】12km【集】JR東小浜駅・9時【解】JR
東小浜駅・12時【参】500円【問】福井歩
こう会【☎】090-7084-6684福井の名木　小浜市

京都府京都市 ☆【距】15km【集】ラクト山科公園（JR・琵琶
湖線　山科駅）・9時30分～10時【解】地
下鉄・醍醐駅・14時【参】300円【問】京都
府W協会【☎】075-353-6464

「ウオーキングステーション」
琵琶湖疏水と醍醐寺ウオーク
大阪府寝屋川市 ☆【距】12km【集】駅前広場（JR学研都市

線寝屋川公園駅）・9時【解】JR学研都市
線忍ケ丘駅・12時【参】標準【問】近笑会
【☎】090-2191-0629

寝屋川公園で桜を満喫

大阪府大阪市 ☆【距】12km【集】森ノ宮噴水広場（JR大阪
環状線森ノ宮駅徒歩約5分）・9時45分
【解】JR大阪環状線福島駅14時30分
【参】標準【問】大阪・関西歩け歩け協会
【☎】06-6312-0300

花シリーズ②「桜」なにわの
桜いっぱいW
大阪府大阪市 ☆【距】14/8km【集】JR大阪環状線桜ノ宮

駅西出口・9時45分迄【解】JR大阪環状
線京橋駅14キロ：15時30分、8キロ：13時
30分【参】標準【問】大阪府歩け歩け協会
【☎】06-6809-7006

花めぐり④　鶴見緑地の“ア
ーモンドの花”を見に行こう
兵庫県西宮市 ☆【距】10km【集】阪神甲子園駅南側阪神

高架下（阪神甲子園駅）・10時【解】阪神
香櫨園駅・14:00【参】標準【問】神戸W
協会【☎】078-251-0114

西宮の海浜をあるく

広島県東広島市市 ☆【距】12km【集】JR西高屋駅・10時【解】
JR西高屋駅・14時【参】標準【問】広島県
W協会【☎】082-242-6101　070-
4160-1076

仙石庭園ウオーク

福岡県朝倉市 ☆【距】10km【集】甘木鉄道　甘木駅・9時
【解】甘木鉄道　太刀洗駅・12時30分
【参】標準【問】ふくおかW協会【☎】090-
5293-7377

甘木公園と草場川のさくら
ウオーク

2㊐ 福井県あわら市 ☆【距】10km【集】JR細呂木駅・9時10分
【解】JR芦原温泉駅・12時【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684北陸線駅からウォーク（2）

山梨県南巨摩郡身延町 ☆【距】12km【集】JR身延線身延駅前広
場・9時15分【解】JR身延線身延駅・14時
30分【参】標準【問】東静歩こう会【☎】
090-3458-8822

みのぶ道ウオーク第5ステ
ージ
静岡県松崎町 ☆【距】16/10km【集】伊豆の長八美術館駐車場・9時

30分　伊豆急行線伊豆急下田駅、東海バス50分、松
崎中学校前徒歩10分【解】伊豆の長八美術館駐車場　
16km・15時、10km・14時　伊豆急行線伊豆急下田駅
【参】標準【問】伊豆歩倶楽部【☎】0558-22-5465

伊豆早春フラワーウオーキング　第24
回伊豆松崎なまこ壁と桜のウオーク
滋賀県大津市 ☆【距】16km【集】JR琵琶湖線大津駅・9時

30分【解】京都地下鉄蹴上駅・15時【参】
標準【問】滋賀県W協会【☎】077-599-
4625

小関越え・観桜の道

日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

26㊐ 東京都中野区 ☆ 【距】28/17/10km【集】井の頭自然文化園前御殿山広場（JR,京王井の頭線吉
祥寺駅公園口8分）8時40分～9時【解】28キロ：柳橋（JR浅草橋駅4分）13時～
15時、17キロ：神田上水公園（JR東中野駅3分）11時～13時、10キロ：神泉橋
（京王井の頭線永福町駅3分）11時～12時【参】都協会員・武蔵野市協会員
200円、他協会300円、一般500円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

第15回神田川さくらウォー
ク《自由歩行》
東京都三鷹・小金井 ☆【距】10km【集】井の頭公園野外ステージ（丸井前より誘導）8

時50分JR中央線・吉祥寺南口【解】小金井公園・江戸東京た
てもの園・15時　バスにてJR中央線・武蔵小金井駅【参】会
員　無料、非会員400円（ネット可の方300円）別に東京たて
もの園入園料200円【問】DBW中野【☎】090-2213-9248

さくらウォーク

東京都武蔵野市～墨田区 ☆【距】10/17/28km【集】井の頭自然文化園前　御殿山
広場（JR吉祥寺駅南口徒歩10分）・8時40分【解】10K　
神泉橋・12時　17K　神田上水公園・13時　28K　柳
橋・15時【参】他協会300円・一般500円（会員200円）
【問】武蔵野市W協会【☎】080-9523-0557

神田川さくらウォーク「共催　
東京都ウオーキング協会」
福井県福井市 ☆● 18-3【距】17km【集】JR福井駅・8時30分

【解】JR福井駅・12時50分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684足羽三山踏破

静岡県沼津市 ☆【距】17/11/6km【集】JR東海道線原駅
北口・8時45分【解】沼津中央公園・15時
30分【参】標準【問】東静歩こう会【☎】
090-3458-8822

沼川ウオーク

滋賀県東近江市 ☆【距】10km【集】JR草津線三雲駅・9時30
分【解】JR草津線石部駅・14時【参】標準
【問】滋賀県W協会【☎】077-599-4625酒蔵巡り

京都府京都市 ☆【距】13km【集】JR・京都線　西大路駅・
9時30分～10時【解】JR・二条駅・14時
【参】標準【問】京都府W協会【☎】075-
353-6464

弘法大師　東寺下賜1200年記念　ライバ
ル守敏（西寺）との雨乞い対決の跡を辿る
大阪府大阪市 ☆【距】25/11km【集】てんしば（JR大阪環状線天王寺

駅中央口からスタッフが案内）受付・8時～8時30分
【解】てんしば25キロ：16時30分、11キロ：12時30分
【参】1,000円　但し、父兄同伴の中学生以下は無料
【問】大阪府歩け歩け協会【☎】06-6809-7006

春の特別例会　第28回JR大
阪環状線ウオーク（自由歩行）
徳島県阿南市 【距】Aコース5/Bコース10km【集】阿南市

西部公園・9時30分【解】阿南市西部公園　
Aコース・12時　Bコース・15時【参】会員
300円、会員外600円【問】NPO法人徳
島県W協会【☎】088-656-3636

第332回徳島ワンデーウ
オーク・（熊谷の桜）

27㊊ 神奈川県横浜市 ☆【距】12km【集】横浜公園（JR/市営地下鉄　関
内駅3分）・9時～9時30分【解】福富町西公園
（JR　桜木駅7分、京急線日ノ出町駅8分）12時
30分迄【参】会員200円、他協会員300円、一般
500円【問】よこはまW協会【☎】045-290-1029

シドモア桜ウォーク

28㊋ 東京都町田市 ☆【距】14km【集】すずかけ台駅（田園都市
線）9時～9時30分【解】町田中央公園・
12時30分【参】KWA　200　他協会
300　一般500【問】県央W協会【☎】
046-263-5154

恩田川の桜　川③

奈良県大和郡山市 ☆【距】11km【集】駅前広場（JR大和路線
郡山駅）・9時【解】JR大和路線郡山駅・
12時【参】標準【問】近笑会【☎】090-
2191-0629

「日本桜名所100選」郡山
城を訪ねて

29㊌ 千葉県我孫子市他 ☆【距】8/12km【集】手賀沼公園（JR常磐線我孫子駅南口10分）9
時【解】8km高田緑地（東武バス柏駅西口行バス停　高田下2分）
11時30分頃、12km流山おおたかの森駅南口公園（TX線・東武
野田線　流山おおたかの森駅4分）14時頃【参】北総歩会員100
円、その他300円【問】北総歩こう会（染谷）【☎】090-7191-1863

桜三昧ウオーク

神奈川県秦野市 ☆【距】9/19km【集】おおがみ公園（小田急　秦野駅
1分）9：00～9：30【解】9km　蓑毛バス停12:00　
19km　秦野駅北口（小田急）13:00【参】KWA会
員200円、他協会員300円、一般500円【問】湘南
ふじさわW協会【☎】0466-28-2052

日本三大桜「淡墨桜」の孫
に会いに行く
奈良県奈良市 ☆【距】10km【集】近鉄京都線高の原駅・9

時30分【解】近鉄京都線高の原駅・13時
30分【参】標準【問】NPO法人奈良県W
協会【☎】0744-24-3110

公園緑地巡り

31㊎ 東京都千代田区 ☆【距】10km【集】TWA事務所（都営線小
川町駅5分）10時～12時【解】TWA事務
所（都営線小川町駅5分）15時【参】会員
200円、他協会400円、一般500円【問】
東京都W協会【☎】03-3295-6262　　　　　

ゆったり名所めぐり「皇居周辺
さわやか巡り！」《自由歩行》
神奈川県横須賀市 ☆【距】11/13km【集】浅間神社（京急線津久井浜

駅1分）9時30分【解】11km京急線YRP野比駅
13時まで　13km京急久里浜駅13時まで【参】
KWA会員200円、他協会員300円、一般500円
【問】ヨコスカW協会【☎】046-804-9876

通研通りの桜と野比川
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日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

8㊏ 広島県廿日市市 ☆● 34-05【距】12km【集】宮島桟橋・9時30分【解】
宮島桟橋・14時【参】会員無料・他協会
200円・一般300円【問】広島県W協会
【☎】082-242-6101　070-4160-
1076

クリンウオーク

奈良県　奈良市 ☆【距】12km【集】奈良駅改札口前（JR大
和路線　奈良駅下車）9時45分【解】JR
大和路線　加茂駅【参】標準【問】南大阪
歩け歩け協会【☎】06-6941-0373

幻の大仏鉄道の遺構を訪ね
て

9㊐ 北海道札幌市 ☆【距】10/5km【集】JR星置駅・9時30分
【解】10キロ：JR手稲駅・12時30分、5キ
ロ：JR星置駅・11時30分【参】標準【問】
札幌歩こう会【☎】011-299-7978

早春ウォーク

神奈川県横須賀市 ☆【距】13km【集】ヴェルニー公園（京急線汐入
駅5分、JR横須賀線横須賀駅7分）9時30分
【解】JR横須賀線久里浜駅13時まで【参】
KWA会員200円、他協会員300円、一般500
円【問】神奈川県W協会【☎】046-804-9876

KWAパスポートシリーズ
第4弾　平作川を歩こう
滋賀県高島市 ☆● 25-07【距】10km【集】JR湖西線マキノ駅・10時

【解】JR湖西線マキノ駅・15時【参】標準
【問】滋賀県W協会【☎】077-599-4625第9回海津大崎・観桜の道

滋賀県 ☆● 25-07【距】15km【集】JR彦根駅・10時【解】JR
彦根駅・15時【参】会員　6000円　非会
員　7000円【問】NPO法人J落零ウォー
キング倶楽部【☎】077-422-4150

海津大崎船上のお花見（お花見弁当、船
代含む。マンホールカード歴町カード有）
大阪府交野市 ☆【距】13km【集】JR学研都市線河内磐船

駅・9時45分迄【解】JR学研都市線河内
磐船駅・15時【参】標準【問】大阪府歩け
歩け協会【☎】06-6809-7006

花めぐり⑤　くろんど園地と“水芭蕉・
カタクリ”　の花【山道を歩きます】

11㊋ 神奈川県横浜市 ☆【距】10km【集】しらゆり公園（市営地下鉄　中
田駅6分）・9時～9時30分【解】こども自然公園
管理等前（相鉄線　二俣川駅15分）12時迄
【参】会員200円、他協会員300円、一般500円
【問】よこはまW協会【☎】045-290-1029

旭区のこども自然公園へ
（緑道シリーズ⑬）
大阪府大阪市 ☆【距】12km【集】北加賀屋公園（大阪メト

ロ・北加賀屋駅）・9時【解】大阪メトロ・住
之江公園駅・12時【参】標準【問】近笑会
【☎】090-2191-0629

アートなまち北加賀屋

東京都・埼玉県足立・草加 ☆【距】11km【集】ベルモンド公園・9時50分　東武ス
カイツリーライン梅島駅（東武線梅島駅より誘導7分）
【解】東武スカイツリーライン獨協大学前駅15時30
分【参】会員100円、非会員400円（ネット可の方
300円）【問】DBW中野【☎】090-2213-9248

草加松原

12㊌ 千葉県柏市他 ☆【距】8km【集】流山おおたかの森駅南口公園（TX
線・東武野田線　流山おおたかの森駅4分）9時
【解】かしわのはらっぱ（TX線、柏の葉キャンパス駅
3分）12時頃【参】北総歩会員100円、その他300
円【問】北総歩こう会（平野）【☎】04-7133-1589

柏の葉公園の御衣黄桜

東京都世田谷区 【距】公園内1周2㎞を各人の体力に合わせ周
回【集】駒沢公園　陸上競技場Dゲート脇受
付・8時30分～【解】終了11時30分【参】入会
金500円、参加無料。【問】（一財）東京都弘
済会【☎】03-3551-1101（平日9時～17時）

駒沢公園歩こう会（東海道・中山道を踏
破）※第1・3土曜日、第2・4水曜日開催
奈良県桜井市 ☆【距】12km【集】JR万葉まほろば線／近

鉄大阪線　桜井駅・9時30分【解】近鉄
大阪線朝倉駅・14時【参】標準【問】NPO
法人奈良県W協会【☎】0744-24-3110

倉橋池を巡る

13㊍ 大阪府大阪市 ☆【距】11km【集】長田駅（大阪メトロ中央
線　長田駅下車）10時【解】近鉄けいは
んな線　新石切駅・14時【参】300円
【 問 】南 大 阪 歩け歩け協 会【 ☎ 】
06-6941-0373

ミステリーウオーク　第82
回

14㊎ 東京都千代田区 ☆【距】10km【集】TWA事務所（都営線小
川町駅5分）10時～12時【解】TWA事務
所（都営線小川町駅5分）15時【参】会員
200円、他協会400円、一般500円【問】
東京都W協会【☎】03-3295-6262

ゆったり名所めぐり「上野のお山
の魅力がいっぱい！」《自由歩行》

15㊏ 宮城県七ヶ浜町 ☆【距】6/10/14km【集】西の入公園（多賀城市）9時30分　
JR仙石線下馬駅　徒歩3分【解】6km　君ケ丘公園・12時
20分　君ケ岡公園バス停　10km　大代公園・14時5分　
砂山バス停　14km・15時25分　JR多賀城駅【参】標準
【問】宮城県ウオーキング協会　佐藤【☎】090-5599-8511

七ヶ浜町桜巡りウオーク

千葉県柏市他 ☆【距】10km【集】我孫子ふれあい広場（JR常磐線　
我孫子駅北口3分）9時15分【解】我孫子ふれあい
広場（JR常磐線　我孫子駅北口3分）13時30分頃
【参】北総・CWA加盟団体会員　無料、その他300
円【問】北総歩こう会（島）【☎】090-9231-6664

あけぼの山のチューリップ
を見よう

日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

2㊐ 京都府 ☆【距】15km【集】近鉄向島駅・10時【解】
近鉄小倉駅・15時【参】標準【問】NPO法
人J落零ウォーキング倶楽部【☎】077-
422-4150

花もも・さくら・菜の花お花
見ウォーク
大阪府河内長野市～柏原市 ☆【距】13/20km【集】南海・近鉄河内長野

駅西出口・9時45分【解】柏原市リビエー
ルホール・16時【参】標準【問】河内長野
歩こう会【☎】080-8326-1962

南河内石川チャレンジウオ
ーク
大阪府豊能群 ☆【距】14km【集】能勢電鉄妙見口駅・9時

30分【解】能勢電鉄妙見口駅・14時30分
【参】標準【問】大阪W連合【☎】072-
891-7200

《大阪すみッコ巡り》妙見山
ハイキングコース【山コース】

4㊋ 東京都江戸川区 ☆【距】7km【集】五之割公園（メトロ東西線
西葛西駅5分）・9時～9時30分【解】浦安
橋下12時【参】会員100円・その他300円、
【問】いちかわ歩こう会【☎】090-1031-
6318

行船公園と新川千本桜

奈良県奈良市 ☆【距】12km【集】駅前広場（JR大和路線
奈良駅）・9時【解】JR大和路線郡山駅・
12時【参】標準【問】近笑会【☎】090-
2191-0629

平城京跡から薬師寺へ

5㊌ 茨城県笠間市 ☆【距】13km【集】JR常磐線岩間駅西口・8
時45分～9時【解】岩間駅西口・14時
【参】会員200円、他協会員・一般300円
【問】水郷つくば・土浦歩こう会　https://
sttwclub.com【☎】090-5391-3437

天狗と桜　愛宕神社周辺を
めぐる
茨城県土浦市 ☆【距】22／46km【集】土浦市役所隣り、うらら大屋根広場（常磐線

土浦駅下車、西口3分）8時から9時45分まで受付け【解】22kmは
筑波山口休憩所、12時から14時30分受付け　46kmは荒川沖
駅・駅前広場、15時から17時受付け【参】CWA会員は無料、その
他一律300円【問】東葛ウォーキングクラブ【☎】090-3345-8750

廃線ウオーク

神奈川県横浜市 ☆【距】10km【集】葛ケ谷公園（市営地下鉄　都
筑ふれあいの丘駅7分）・9時～9時30分【解】
下薮根公園（JR横浜線　鴨居駅17分）12時迄
【参】会員200円、他協会員300円、一般500円
【問】よこはまW協会【☎】045-290-1029

江川のチューリップを見に
行こう
滋賀県草津市 ☆【距】13km【集】JR琵琶湖線南草津駅・9

時30分【解】JR琵琶湖線南草津駅・15時
【参】標準【問】滋賀県W協会【☎】077-
599-4625

足に優しい草津川・観桜の
道

6㊍ 神奈川県横浜市 ☆【距】10km【集】中山駅北第一公園（JR/
横浜市営地下鉄線　中山駅3分）9時～
9時30分【解】中山駅・12時【参】KWA　
200　他協会300　一般500【問】県央
W協会【☎】046-263-5154

四季の森・里山ガーデン

7㊎ 東京都千代田区 ☆【距】10km【集】TWA事務所（都営線小
川町駅5分）10時～12時【解】TWA事務
所（都営線小川町駅5分）15時【参】会員
200円、他協会400円、一般500円【問】
東京都W協会【☎】03-3295-6262

ゆったり名所めぐり「上野のお山
の魅力がいっぱい！」《自由歩行》
大阪府泉大津市 ☆【距】10km【集】駅前広場（南海・本線泉

大津駅）・9時【解】南海・本線松ノ浜駅・
12時【参】標準【問】近笑会【☎】090-
2191-0629

大津川河川敷から池上曾根
史跡公園へ

8㊏ 東京都北区 ☆【距】5km【集】田端駅北口ふれあい橋
（JR田端駅北口1分）10時【解】飛鳥山公
園（JR王子駅5分、メトロ西ケ原駅7分）
12時【参】一律500円【問】東京都W協会
【☎】03-3295-6262

第186回ミニウォーク「ふれあ
い］“鉄道の町を楽しくかっ歩”
福井県鯖江市 ☆【距】12km【集】JR鯖江駅・8時30分

【解】JR鯖江駅・12時30分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684鯖江の黄色い海

京都府城陽市 ☆【距】7km【集】JR・奈良線　長池駅・9時
30分～10時【解】JR・山城青谷駅・12時
30分【参】300円【問】京都府W協会
【☎】075-353-6464

「ビギナー」城陽の花と緑と
城陽酒造
兵庫県神戸市 ☆【距】16km【集】JR神戸線神戸駅北側駅

前広場・10時【解】JR神戸線須磨駅・14
時30分【参】標準【問】神戸W協会【☎】
078-251-0114

山麓リボンの道③

奈良県斑鳩町・河合町・広陵町 ☆【距】10km【集】JR大和路線法隆寺駅・9
時30分【解】馬見丘陵公園・13時30分
【参】標準【問】NPO法人奈良県W協会
【☎】0744-24-3110

〈四季巡り・春〉　馬見丘陵
公園・チューリップ
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日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

16㊐ 滋賀県大津市 ☆【距】18km【集】JR琵琶湖線大津駅・9時
30分【解】JR湖西線堅田駅・15時【参】
別途予約制【問】滋賀県W協会【☎】
077-599-4625

琵琶湖一周健康ウオーキン
グ2023①
京都府城陽市 ☆【距】14km【集】JR・奈良線　城陽駅・9

時30分～10時【解】JR・玉水駅・14時30
分【参】標準【問】京都府W協会【☎】
075-353-6464

　奈良線複線化記念　山背古道を
歩く①　JR・城陽駅～JR・玉水駅
大阪府大阪市 ☆【距】12km【集】毛馬桜ノ宮公園（JR大阪

環状線桜ノ宮駅西口徒歩約5分）・9時45
分【解】JR大阪環状線桜ノ宮駅12K13時
【参】標準【問】大阪・関西歩け歩け協会
【☎】06-6312-0300

淀川チャレンジウオーク〈自
由歩行〉
大阪府大阪市 ☆【距】22/30km【集】毛馬桜ノ宮公園（JR

大阪環状線桜ノ宮駅西口徒歩5分）・8時
30分【解】JR大阪環状線桜ノ宮駅22K15
時、30K16時【参】標準【問】大阪・関西歩
け歩け協会【☎】06-6312-0300

淀川チャレンジウオーク〈自
由歩行〉
徳島県鳴門市 【距】20km【集】鳴門市文化会館・9時

【解】鳴門市文化会館・15時30分【参】会
員、会員外ともに500円【問】NPO法人徳
島県W協会【☎】088-656-3636

徳島チャレンジウオーク㊳・
（小鳴門海峡とウチノ海）

18㊋ 千葉県松戸市 ☆【距】7/13km【集】やまぶき公園（新京成線五香駅西口6分）9
時30分【解】7km東松戸中央公園（JR武蔵野線、北総線　東
松戸駅5分）12時頃　13km松戸中央公園（JR常磐線・新京
成線　松戸駅東口8分）14時30分頃【参】北総歩会員100円、
その他300円【問】北総歩こう会（青木）【☎】090-2320-4793

常盤平さくら通りと公園巡
り
神奈川県大和市 ☆【距】12km【集】東林間駅前公園（小田急

線東林間駅2分）9時～9時30分【解】大
和駅・12時【参】KWA　200　他協会
300　一般500【問】県央W協会【☎】
046-263-5154

八重桜の道

滋賀県大津市 ☆【距】12km【集】JR琵琶湖線大津駅・9時
30分【解】JR琵琶湖線大津駅・14時
【参】標準【問】滋賀県W協会【☎】077-
599-4625

大津なぎさウオーク・牛玉さ
んの日

19㊌ 千葉県野田市 ☆ 【距】14／28／47km【集】47kmは川間トンボ公園（東武線川間駅南口、線
路沿いに4分）7時から7時30分受付け　14km／28kmは運河水辺公園（東
武線運河駅西口より3分、運河大橋を渡った先）9時から10時受付け【解】運
河駅東口、線路沿い遊歩道内・12時から16時30分受付け【参】東葛会員は
無料、その他一律300円【問】東葛ウォーキングクラブ【☎】090-3345-8750

運河トライアングルウオー
ク
東京都港区 ☆【距】10km【集】氷川公園（メトロ赤坂駅A2口

5分）9時45分～10時【解】代々木大山公園
（メトロ・小田急線代々木上原駅5分）12時30
分【参】会員200円、他協会400円、一般500
円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

第249回ウィークデーウォーク～地下鉄
の地上の風景⑧千代田線③《自由歩行》

20㊍ 大阪府大阪市 ☆【距】10km【集】八尾南駅前（大阪メトロ
谷町線　八尾南駅下車）10時【解】大阪メ
トロ谷町線　長原駅・14時【参】300円
【 問 】南 大 阪 歩け歩け協 会【 ☎ 】
06-6941-0373

ミステリーウオーク　第83
回

21㊎ 東京都千代田区 ☆【距】10km【集】TWA事務所（都営線小
川町駅5分）10時～12時【解】TWA事務
所（都営線小川町駅5分）15時【参】会員
200円、他協会400円、一般500円【問】
東京都W協会【☎】03-3295-6262

ゆったり名所めぐり「上野のお山
の魅力がいっぱい！」《自由歩行》

22㊏ 千葉県千葉市 ☆【距】14km【集】千城台公園（千葉都市モノレール　
千城台駅徒歩7分）9時20分【解】千城台駅前（千
葉都市モノレール　千城台駅徒歩1分）14時30分
【参】CWA加盟団体無料、その他300円【問】
NPO法人ちば歩こう会【☎】090-9137-4589

芝桜観賞ウオーク「富田さ
とにわ耕園」
神奈川県鎌倉市 ☆【距】8/17km【集】大船駅東口広場（湘南モノレール

駅横）（JR大船駅3分）9：00～9：30【解】8km　JR鎌
倉駅・11:30　17km片瀬江の島駅（小田急）13:00
【参】KWA会員200円、他協会員300円、一般500円
【問】湘南ふじさわW協会【☎】0466-28-2052

湘南の七福神めぐり②　鎌
倉・江の島七福神
京都府長岡京市 ☆【距】15km【集】JR・京都線　長岡京駅・

9時30分～10時【解】「ウオーキングステ
ーション」ナガオカスポーツ・14時30分
【参】300円【問】京都府W協会【☎】
075-353-6464

「ウオーキングステーション」長
岡天満宮つつじ観賞ウオーク
大阪府池田市 ☆【距】11/30km【集】駅前広場（阪急・宝

塚線池田駅）・9時【解】11K北急・千里中
央駅・11時30分　30K阪急・大阪梅田
駅・15時30分【参】標準【問】近笑会【☎】
090-2191-0629

歩くの大好き♪　知らんけど
④　池田駅➡箕面駅➡梅田駅
奈良県宇陀市 ☆【距】10km【集】近鉄大阪線室生口大野

駅・9時30分【解】近鉄大阪線三本松駅・
14時【参】〈特別大会〉　会員300円・他
会員500円・一般500円【問】NPO法人
奈良県W協会【☎】0744-24-3110

〈特別大会〉　奈良のむかしばなしNo．
16　身代わり焼け地蔵（宇陀市地域）

日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

15㊏ 東京都世田谷区 【距】公園内1周2㎞を各人の体力に合わせ周
回【集】駒沢公園　陸上競技場Dゲート脇受
付・8時30分～【解】終了11時30分【参】入会
金500円、参加無料。【問】（一財）東京都弘
済会【☎】03-3551-1101（平日9時～17時）

駒沢公園歩こう会（東海道・中山道を踏
破）※第1・3土曜日、第2・4水曜日開催
東京都千代田区 ☆【距】10km【集】日比谷公園健康運動広場（JR有

楽町駅日比谷口10分・メトロ日比谷駅A14出口5
分）9時45分～10時【解】亀戸天神社（JR・メトロ錦
糸町駅15分JR亀戸駅12分）12時30分【参】一律
500円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

第79回　日比谷街角ウォーク“街角に
楽しさを探して”《団体歩行&自由歩行》
神奈川県茅ヶ崎市 ☆【距】10km【集】第一カッターきいろ公園

（JR茅ヶ崎駅5分）9：00～9：30【解】JR茅
ヶ崎駅・12:00【参】KWA会員200円、他
協会員300円、一般500円【問】湘南ふじ
さわW協会【☎】0466-28-2052

えぼし岩と茅ヶ崎海岸

京都府長岡京市 ☆【距】14km【集】JR京都線向日町駅・9時
45分迄【解】JR京都線長岡京駅・15時
30分【参】標準【問】大阪府歩け歩け協会
【☎】06-6809-7006

花めぐり⑥　竹の径からキリ
シマツツジの長岡天満宮へ
京都府京都市 ☆【距】13km【集】JR花園駅・10時【解】市

バス金閣寺・14時【参】標準【問】NPO法
人J落零ウォーキング倶楽部【☎】077-
422-4150

お堂の八重ざくら鑑賞ウォ
ーク
大阪府大阪市 ☆【距】10km【集】福島公園（JR大阪環状

線福島駅）・9時【解】大阪環状線西九条
駅・12時【参】標準【問】近笑会【☎】090-
2191-0629

野田藤めぐり

大阪府大阪市 ☆【距】10km【集】てんしば（JR/大阪メトロ
天王寺駅）・10時【解】JR我孫子町駅・14
時【参】標準【問】大阪W連合【☎】072-
891-7200

爽快！！墳丘から大阪市街を
見渡す
兵庫県神戸市 ☆【距】22km【集】六甲山記念碑台・9時30

分【解】JR/阪急宝塚駅・15時30分【参】
標準【問】神戸W協会【☎】078-251-
0114

第29回　六甲山分割縦走
④
広島県広島市 【距】20km【集】JR西広島駅・9時【解】JR

瀬野駅・14時【参】標準【問】広島県W協
会【☎】082-242-6101　070-4160-
1076

山陽道シリーズ　JR西広
島駅～JR瀬野駅

16㊐ 北海道札幌市 ☆【距】10/5km【集】中島公園北口広場
（地下鉄南北線中島公園駅）・9時【解】エ
ルプラザ（札幌駅）・12時30分【参】標準
【問】札幌歩こう会【☎】011-299-7978

総会ウォーク

宮城県利府町 ☆【距】10km【集】利府駅前広場・9時30分　
JR東北本線利府駅【解】利府駅前広場・
12時30分　JR東北本線利府駅【参】標
準【問】十符の里歩こう会：伊藤平次【☎】
080-1844-8251

陽春の里山ウオーク

埼玉県東松山市 ☆【距】10km【集】箭弓稲荷神社（東松山駅
西口5分）受付9時～9時15分【解】東松
山市高坂市民活動センター・13時【参】会
員無料・会員外300円【問】東松山歩こう会
【☎】090-1615-5210　中村

第43回総会ウオーク／終
了後総会
千葉県浦安市 ☆【距】12km【集】美浜公園（JR京葉線新

浦安駅10分）・8時30分～9時【解】弁天
ふれあいの森公園14時【参】会員100円・
その他300円、【問】いちかわ歩こう会【☎】
090-1031-6318

新浦安公園めぐり

東京都多摩市 ☆● 13-8 【距】10/20km【集】永山北公園（京王・小田急　永山駅
5分）9:00～9:30【解】10㎞　小田急・京王　多摩センタ
ー駅・11:00～12:00　20㎞　JR・京王　橋本駅・12:00
～14:00【参】相模原市・神奈川県・町田　会員200円・他
標準【問】相模原市W協会【☎】090-4134-5808

多摩よこやまの道

東京都三鷹市 ☆【距】10km【集】井の頭公園野外ステージ前（JR,
京王井の頭線吉祥寺駅公園口5分）9時45分～
10時【解】桃井原っぱ公園（バス停日産自動車
前・荻窪警察前5分）12時30分【参】一律500円
【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

第79回井の頭自然ウォーク“自然と
のふれあいを楽しみに”《自由歩行》
東京都小金井市　調布市　世田谷区 ☆ 【距】6/12/17km【集】フェスティバルコート（宮地楽器ホール

脇　JR武蔵小金井駅南口徒歩4分）8時30分【解】6K　御塔
坂橋・10時45分　12K　喜多見ふれあい広場・12時30分　
17K　二子橋・13時45分【参】他協会300円・一般500円（会
員200円）【問】武蔵野市W協会【☎】080-9523-0557

野川ウォーク

福井県坂井市 ☆【距】15km【集】JR芦原温泉駅・9時10分
【解】JR丸岡駅・12時50分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684北陸線駅からウォーク（3）



19Walking LifeNumber 120

日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

29㊏ 神奈川県相模原市 ☆【距】10/15/30km【集】相模大野中央公園（小
田急　相模大野駅10分）9:00～9:30【解】鹿
沼公園（JR淵野辺駅5分）10:30～15:30【参】
相模原市・神奈川県・町田　会員200円・他標準
【問】相模原市W協会【☎】090-4134-5808

第27回相模原の歩きたく
なる道
福井県勝山市 ☆【距】15km【集】えちぜん鉄道勝山駅・9時

10分【解】えちぜん鉄道勝山駅・15時30分
【参】500円【問】福井歩こう会【☎】090-
7084-6684

野津又城跡探索

京都府京都市 ☆【距】12km【集】久世高田第三公園（JR
京都線　桂川駅下車　10分）9時45分
【解】JR神戸線　住吉駅・14時30分
【参】標準【問】南大阪歩け歩け協会【☎】
06-6941-0373

京都　鳥羽の藤と京の社寺
めぐり
京都府京都市 ☆【距】13km【集】京都駅中央口駅前広場

（東側）（JR・京都線　京都駅）・9時30分
～10時【解】鴨川河川敷丸太町橋・14時
【参】標準【問】京都府W協会【☎】075-
353-6464

徳川家康③　東照大権現　
狛犬めぐり‼
大阪府大阪市 ☆【距】26km【集】大阪市役所・8時　京阪

本線淀屋橋駅1分【解】京阪枚方市駅・
17時【参】500円【問】21世紀の朝鮮通
信使友情ウォークの会　阿部【☎】090-
3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です
兵庫県神戸市 ☆【距】6/13km【集】地下鉄名谷駅前広

場・10時【解】しあわせの村・12:00　地下
鉄/長田駅　神戸高速/高速長田駅・
14:30【参】標準【問】神戸W協会【☎】
078-251-0114

神戸ウオーキング協会設立
30周年記念ウオーク

30㊐ 東京都豊島・中野 ☆【距】10km【集】池袋西口公園・9時50分　
JR山手線・埼京線・西武線　池袋駅【解】
西武池袋線　練馬駅・15時頃【参】会員　
無料、非会員400円（ネット可の方300円）
【問】DBW中野【☎】090-2213-9248

まんが家達の青春

福井県坂井市 ☆【距】13km【集】JR春江駅・8時30分
【解】JR春江駅・12時40分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684福井の名木　坂井市

大阪府大阪市 ☆【距】11km【集】長居公園（JR阪和線長
居駅）・9時【解】JR阪和線長居駅・12時
【参】標準【問】近笑会【☎】090-2191-
0629

浪花すみれの大阪大好きや④　
住吉大社と浅香山浄水場のつつじ
大阪府枚方市 ☆【距】32km【集】京阪枚方市駅中央口・8

時【解】京都三条大橋川原・17時【参】
500円【問】21世紀の朝鮮通信使友情ウ
ォークの会　阿部【☎】090-3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です
大阪府大阪市 ☆【距】10km【集】JR大阪環状線西九条

駅・9時45分迄【解】JR大阪環状線鶴橋
駅・14時30分【参】標準【問】大阪府歩け
歩け協会【☎】06-6809-7006

地図を片手に！ シリーズ③　川底トン
ネルからとんぼりリバーウオークへ
大阪府大阪市 ☆【距】15/25km【集】JR大阪環状線森ノ

宮駅・9時【解】JR桜島線桜島駅・16時
【参】500円【問】大阪W連合【☎】072-
891-7200

OWUチャレンジウオーク
2023（大阪七低山）

5 ／
2㊋

京都府東区京都三条大橋 ☆【距】29km【集】東区京都三条大橋川原　
東西線三条京阪駅、京阪三条駅1分・8時
30分【解】JR草津駅・17時30分【参】
500円【問】21世紀の朝鮮通信使友情ウ
ォークの会　阿部【☎】090-3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です
大阪府八尾市 【距】12km【集】放出駅南公園（JR学研

都市線放出駅）・9時【解】JR大和路駅八
尾駅・12時【参】標準【問】近笑会【☎】
090-2191-0629

長瀬川はブルースがよく似
合う

3㊌ 栃木県小山市 ☆【距】13km【集】JR水戸線、宇都宮線小山駅
西口9時～9時30分【解】JR宇都宮線間々田
駅・13時30分【参】会員200円、他協会員・一
般300円【問】水郷つくば・土浦歩こう会　
https://sttwclub.com【☎】090-9831-3703

開運の道ー徳川家康と小山
の日光街道
千葉県松戸市 ☆【距】10km【集】宮前公園（JR武蔵野線

新八柱駅5分）・8時30分～9時【解】松戸
駅西口デッキ14時【参】会員100円・その
他300円、【問】いちかわ歩こう会【☎】
080-8020-1824

国分川と戸定邸を歩く

東京都足立区 ☆ 【距】30/15km【集】ベルモント公園（東武スカイツリーライン梅島駅5分）8
時～9時【解】30キロ：きたみふれあい広場（小田急線喜多見駅8分）15時　
15キロ：新桜台もくせい公園（西武有楽町線新桜台駅1分）12時30分【参】
事前:3日間、会員1,200円、他協会一般1,600円、中学生500円　当日：
毎回一律800円、中学生300円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

連休を楽しもう！ 東京23区
トライアングルマーチ①

日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

22㊏ 広島県広島市 【距】16km【集】JR下祗園駅・9時【解】JR
新白島駅・14時【参】標準【問】広島県W
協会【☎】082-242-6101　070-4160-
1076

安佐南ウオーク

徳島県阿南市 【距】Aコース5/Bコース11km【集】阿南市情報
文化センター（コスモホール）・9時30分【解】阿南
市情報文化センター　Aコース・14時30分　Bコ
ース・16時【参】会員300円、会員外600円【問】
NPO法人徳島県W協会【☎】088-656-3636

第333回徳島ワンデーウオーク・
（医師と歩こう第30回徳島大会）

23㊐ 茨城県土浦市他 ☆【距】15km/28km【集】JR常磐線土浦駅西口バス乗
り場・8時45分【解】15kmいばらきフラワーパーク・12
時15分、28kmJR常磐線石岡駅・15時【参】会員200
円、他協会員・一般300円【問】水郷つくば・土浦歩こう
会　https://sttwclub.com【☎】090-5391-3437

関東ふれあいの道茨城12
（果樹園のみち）
宮城県石巻市 ☆【距】10km【集】JR仙石線石巻駅前・9時

30分【解】JR仙石線石巻駅前市民市場
12時30分【参】標準【問】石巻ウオーキン
グ会　渡辺【☎】090-7326-7338

総会ウオーク

神奈川県横浜市 ☆【距】10km【集】緑区役所前（JR横浜線/市営
地下鉄　中山駅5分）・9時～9時30分【解】鶴
ヶ峰バスターミナル（相鉄線　鶴ヶ峰駅1分）・12
時【参】会員200円、他協会員300円、一般500
円【問】よこはまW協会【☎】045-290-1029

四季の森・里山ガーデンへ

福井県福井市 ☆【距】7km【集】ドンキホーテユニー福井店駐車
場（京福バス　飯塚町バス停下車）・9時【解】
ドンキホーテユニー福井店駐車場・12時30分
【参】会員100円、他協会員300円、一般500
円【問】福井県W協会【☎】090-5173-0689

福井市三大里山　下市山

静岡県磐田市 ☆【距】14km【集】JR東海道線磐田駅前広
場・9時30分【解】JR東海道線磐田駅・15
時【参】標準【問】東静歩こう会【☎】090-
3458-8822

熊野の長藤ウオーク

滋賀県長浜市 ☆【距】10km【集】JR武生駅・8時20分
【解】JR武生駅・16時45分【参】4,500円
（バス代含む）締切：4月9日【問】福井歩こ
う会【☎】090-7084-6684

小谷城跡探索

大阪府松原市・堺市 ☆【距】11km【集】近鉄藤井寺駅・9時45分
【解】JR堺市駅・14時【参】標準【問】河内
長野歩こう会【☎】080-8326-1962長尾街道ウオーク

大阪府大阪市 ☆【距】10/8km【集】JR大阪環状線新今宮駅西
口・9時45分迄【解】JR大阪環状線福島駅10
キロ：14時30分、8キロ：13時30分【参】300円　
但し、父兄同伴の中学生以下は無料【問】大
阪府歩け歩け協会【☎】06-6809-7006

大阪環状線駅からウオーク　大
阪の下町から“野田藤の里”へ

26㊌ 東京都世田谷区 【距】公園内1周2㎞を各人の体力に合わせ周
回【集】駒沢公園　陸上競技場Dゲート脇受
付・8時30分～【解】終了11時30分【参】入会
金500円、参加無料。【問】（一財）東京都弘
済会【☎】03-3551-1101（平日9時～17時）

駒沢公園歩こう会（東海道・中山道を踏
破）※第1・3土曜日、第2・4水曜日開催
京都府京都市 ☆【距】12km【集】梅小路公園（JR嵯峨野

線梅小路京都西駅徒歩約3分）・9時45分
【解】阪急嵐山駅14時30分【参】標準
【問】大阪・関西歩け歩け協会【☎】
06-6312-0300

桂川清流と新緑の嵐山を訪
ねて

27㊍ 千葉県酒々井町 ☆ 【距】10/6km【集】JR酒々井駅北口広場（JR成田線酒々井駅
徒歩1分）・9時【解】6㎞コース　昭和公園前（JR成田線酒々井
駅徒歩10分）・11時10分　10㎞コース　京成酒々井駅東口広
場（京成本線酒々井駅徒歩1分）14時30分【参】会員100円、そ
の他300円【問】NPO法人ちば歩こう会【☎】090-8891-4439

平日楽々ウオーク「本佐倉
城址と道祖神巡り」
神奈川県海老名市 ☆【距】13/17km【集】北部公園（相鉄線か

しわ台駅15分）9時～9時30分【解】門沢
橋駅・12時　宮山駅・14時【参】KWA　
200　他協会300　一般500【問】県央
W協会【☎】046-263-5154

目久尻川　川④

28㊎ 東京都千代田区 ☆【距】10km【集】TWA事務所（都営線小
川町駅5分）10時～12時【解】TWA事務
所（都営線小川町駅5分）15時【参】会員
200円、他協会400円、一般500円【問】
東京都W協会【☎】03-3295-6262

ゆったり名所めぐり「上野のお山
の魅力がいっぱい！」《自由歩行》

29㊏ 千葉県我孫子市他 ☆● 12-1 【距】6/10/18/32km【集】手賀沼公園（JR常磐線我孫子駅南
口10分）32km8時30分～9時　6～18km9時～10時【解】手
賀沼公園（JR常磐線　我孫子駅南口10分）11時～15時30分
【参】事前500円（4/15締切）、当日800円　我孫子、柏市民
700円【問】北総歩こう会（平野）【☎】04-7133-1589

第20回大正浪漫ウオーク
in手賀沼
東京都青梅市 ☆【距】8km【集】JR青梅線　東青梅駅北口広場　

午前9時30分【解】JR青梅線　河辺駅午後1
時30分【参】会員200円　他協会300円　一
般500円　入山料250円【問】武蔵野歩こう
会　担当　元木【☎】090-8806-2632

第1回花シリーズ　花と歴史の
古刹・塩船観音寺のつつじ鑑賞
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日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

6㊏ 東京都墨田区 ☆【距】5km【集】錦糸公園（JR錦糸町駅北
口5分）10時【解】錦糸公園（JR錦糸町駅
北口5分）12時頃【参】一律500円【問】
東京都W協会【☎】03-3295-6262

第187回ミニウォーク「ふ
れあい］“五月の藤花見”
岐阜県不破郡垂井町 ☆【距】38km【集】JR垂井駅北口・8時30分

【解】JR尾張一宮・18時30分【参】500円
【問】21世紀の朝鮮通信使友情ウォーク
の会　阿部【☎】090-3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です
大阪府摂津市 ☆【距】11km【集】庄一丁目児童遊園（JR

京都線　JR総持寺駅下車　10分）9時
45分【解】JR京都線　千里丘駅・14時
30分【参】標準【問】南大阪歩け歩け協会
【☎】06-6941-0373

摂津市のこいのぼりをみに
行こう
兵庫県小野市 ☆【距】17km【集】JR加古川線市場駅南広

場・10:00【解】JR加古川線小野町駅・
15:30【参】標準【問】神戸W協会【☎】
078-251-0114

小野アルプス縦走（12の頂
を越えて）
広島県広島市 ☆● 34-02【距】12km【集】広島平和記念公園・9時

30分【解】広島平和記念公園・12時【参】
会員無料・他協会200円・一般300円
【問】広島県W協会【☎】082-242-6101　
070-4160-1076

クリンウオーク

7㊐ 石川県加賀市 ☆【距】12km【集】JR加賀温泉駅・9時30分
【解】JR動橋駅15時20分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684法皇山横穴群を訪ねる

愛知県一宮市 ☆【距】33km【集】JR尾張一宮駅西口・8時
【解】名古屋本笠寺　笠寺観音・17時30
分【参】500円【問】21世紀の朝鮮通信
使友情ウォークの会　阿部【☎】090-
3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です
宮城県　松島町 ☆【距】10km【集】松島海岸駅前グリーン広

場・9時30分　JR仙石線　松島海岸駅
【解】松島さかな市場前・12時30分　JR仙
石線　松島海岸駅【参】標準【問】十符の里
歩こう会：伊藤平次【☎】080-1844-8251

奥の細道・松島ウオーク

9㊋ 神奈川県相模原市 ☆【距】8/13/17km【集】深見神社（小田急・相
鉄線大和駅10分）9時～9時30分【解】南町
田駅・11時　町田駅・12時　古淵駅・13時
30分【参】KWA　200　他協会300　一般
500【問】県央W協会【☎】046-263-5154

境川を上流へ　川⑤

愛知県名古屋市 ☆【距】31km【集】笠寺観音　名鉄本笠寺
駅5分・8時30分【解】名鉄東岡崎駅北
口・18時【参】500円【問】21世紀の朝鮮
通信使友情ウォークの会　阿部【☎】
090-3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です

10㊌ 千葉県流山市他 ☆ 【距】7/11km【集】運河水辺公園（東武野田線　運河駅西口5
分）9時30分【解】7km柏の葉公園（バス停:東大前2分　柏駅西
口行/江戸川台駅行）11時30分頃　11kmかしわのはらっぱ（TX
線　柏の葉キャンパス駅3分）14時頃【参】北総歩会員100円、そ
の他300円【問】北総歩こう会（竹渕）【☎】090-8725-1355

キンラン・ギンランを訪ねて

神奈川県横浜市 ☆【距】10km【集】新子安公園（JT京浜東北線　
新子安駅3分）・9時～9時30分【解】総持寺
門前（JR京浜東北線　鶴見駅7分）・12時
【参】会員200円、他協会員300円、一般500
円【問】よこはまW協会【☎】045-290-1029

入江川のせせらぎ緑道

愛知県岡崎市 ☆【距】33km【集】名鉄東岡崎駅北口・8時
【解】JR豊橋駅・17時30分【参】500円
【問】21世紀の朝鮮通信使友情ウォーク
の会　阿部【☎】090-3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です

日・曜日 開催地・大会名 距離・集合・解散・参加費・問い合わせ

3㊌ 福井県坂井市 ☆【距】14km【集】JR丸岡駅・9時20分
【解】JR春江駅・12時50分【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684北陸線駅からウォーク（4）

滋賀県草津市 ☆【距】24km【集】JR草津駅東口・8時【解】
近江八幡市役所・17時【参】500円【問】
21世紀の朝鮮通信使友情ウォークの会　
阿部【☎】090-3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です
大阪府堺市 ☆【距】12km【集】長居公園（JR阪和線長

居駅徒歩約5分）・9時45分【解】JR阪和
線堺市駅14時30分頃【参】標準【問】大
阪・関西歩け歩け協会【☎】06-6312-
0300

花シリーズ③「ツツジ」浅香
山のツツジを訪ねて
奈良県奈良市・天理市 ☆【距】17km【集】JR大和路線奈良駅・9時

30分【解】JR万葉まほろば線／近鉄天理
線　天理駅・15時30分【参】標準【問】
NPO法人奈良県W協会【☎】0744-24-
3110

北山の辺の道

4㊍ 千葉県野田市 ☆【距】8km【集】清水市民の森（東武野田線　清
水公園駅西口　5分）9時20分【解】清水公園駅
東口広場（東武野田線　清水公園駅1分）12時
頃【参】北総歩会員100円、その他300円【問】北
総歩こう会（宮﨑）【☎】080-3431-4628

春の清水公園からむらさき
の里
東京都世田谷区 ☆ 【距】30/16km【集】きたみふれあい広場（小田急線喜多見駅北口8分）8時～

9時【解】30キロ：テレコムセンター駅前広場（ゆりかもめテレコムセンター駅北
口1分）15時　15キロ：青山公園公園南地区（メトロ乃木坂駅5分）12時45分
【参】事前:3日間、会員1,200円、他協会一般1,600円、中学生500円　当
日：毎回一律800円、中学生300円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

連休を楽しもう！ 東京23区
トライアングルマーチ②
神奈川県相模原市 ☆【距】10km【集】相模大野中央公園（小田

急　相模大野駅10分）9：00～9:30【解】
JR古淵駅・10:30～12:00【参】相模原市・
神奈川県・町田　会員200円・他標準【問】
相模原市W協会【☎】090-4134-5808

麻溝公園のクレマチス

滋賀県近江八幡市 ☆【距】29km【集】近江八幡市役所・8時
【解】彦根市役所・17時【参】500円【問】
21世紀の朝鮮通信使友情ウォークの会　
阿部【☎】090-3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です

5㊎ 東京都江東区 ☆ 【距】30/15km【集】テレコムセンター駅前広場（ゆりかもめテレコムセンター駅
北口）8時～9時【解】30キロ：ベルモント公園（東武スカイツリーライン梅島駅5
分）15時　15キロ：大島小松川公園（都営線東大島駅3分）12時30分【参】
事前:3日間、会員1,200円、他協会一般1,600円、中学生500円　当日：毎回
一律800円、中学生300円【問】東京都W協会【☎】03-3295-6262

連休を楽しもう！ 東京23区
トライアングルマーチ③
福井県大野市 ☆【距】18km【集】JR越前大野駅・10時10

分【解】JR越前大野駅・15時【参】500円
【問】福井歩こう会【☎】090-7084-6684戌山城跡探索

滋賀県彦根市 ☆【距】32km【集】彦根市役所・8時【解】JR
垂井駅・17時30分【参】500円【問】21世
紀の朝鮮通信使友情ウォークの会　阿部
【☎】090-3340-3040　

第9次21世紀の朝鮮通信使友情ウオーク・デイ
リー隊　※5月23日まで随時参加が可能です
大阪府大東市 ☆【距】11km【集】駅前広場（JR学研都市

線野崎駅）・9時【解】JR学研都市線徳庵
駅・12時【参】標準【問】近笑会【☎】090-
2191-0629

野崎参りは歩いてまいろ
う、、、

6㊏ 埼玉県さいたま市 ☆【距】12km【集】北原公園（JR南浦和駅5
分）9時【解】与野公園（JR埼京線与野本
町駅10分）・13時【参】会員無料・他協会
及び一般300円【問】さいたま市与野歩こ
う会【☎】090-4747-7047

与野バラ祭り

千葉県千葉市 ☆【距】11km【集】もみじ公園（JR外房線土気駅
徒歩5分）9時30分【解】しいのき公園（JR外房
線土気駅徒歩10分）14時【参】会員・CWA加
盟団体・千葉市民200円、その他300円【問】
NPO法人ちば歩こう会【☎】090-8305-6601

千葉開府900年ウオーク


