
■実施報告

●実施報告
・晴天の中、「絆ウオーク第二期 (東京都～福島県)」の出発式を開催致しました。畑 浩靖
実行副委員長から隊旗・小旗が東京都ウオーキング協会大塚理事長に手渡され、35名が東
京都墨田区錦糸公園から福島県の福島県庁(ゴール予定2022年3月12日(土)を目指し

てスタートしました。
12月4日(土)は、東京都ウオーキング協会の担当区間である墨田区錦糸公園～柴又帝釈
天の約11㎞を実踏しました。

帝釈天の境内で、千葉県ウオーキング協会に隊旗・小旗が引き継がれました。
千葉県ウオーキング協会の方々は、12月5日(日)に柴又帝釈天をスタートし柏市を経由して
12月11日(土)に茨城県取手市の取手駅にて茨城県ウオーキング協会に隊旗・小旗が引き
継がれました。
茨城県ウオーキング協会の方々は、12月12日(日)に取手駅をスタートし、水戸市の水戸駅
を経由して2022年2月6日に北茨城市の磯原駅に到着しました。その後、コロナ感染拡大の
影響を鑑み、茨城県ウオーキング協会から福島県ウオーキング協会への引継ぎ式は行わず、
隊旗は輸送にて受け渡しました。
2月13日（日)に福島県ウオーキング協会は、いわき市の植田駅をスタートし、郡山市を経由
して3月12日(土)に福島県庁に到着しました。
隊旗・小旗は、谷口 博昭実行委員会会長(元国土交通省事務次官)と葉坂聖一福島県
企画調整部政策監様に返還されました
ご協力いただきました多くの関係者の方々に心から感謝申し上げ上げます。

■「絆ウォーク第二期 東京都～福島県340㎞」 実踏者延べ人数
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県協会名 延べ人数

東京都ウオーキング協会 35名

千葉県ウオーキング協会 21名

茨城県ウオーキング協会 134名

福島県ウオーキング協会 94名

合 計 284名



　

【予定の実踏コ ス及び距離等】

実踏月日 曜日 出発 終着 距離㎞ 実踏者

12月4日 土 墨田区錦糸公園 柴又帝釈天 11 東京都W協会

12月5日 日 柴又帝釈天 柏駅 18

12月11日 土 柏駅 取手駅 11

12月12日 日 取手駅 牛久駅 13

12月18日 土 牛久駅 土浦駅 14

12月19日 日 土浦駅
かすみがうら市

水族館
18

2022年
1月15日

土
かすみがうら市

水族館
大洋駅 22

1月16日 日 大洋駅 涸沼駅 20

1月22日 土 涸沼駅 水戸駅 18

1月23日 日 水戸駅 ひたち海浜公園 12

1月29日 土 ひたち海浜公園 大甕駅 15

1月30日 日 大甕駅 日立駅 10

2月5日 土 日立駅 十王駅 11

2月6日 日 十王駅 磯原駅 16

2月12日 土 磯原駅 植田駅 16

2月13日 日 植田駅 アクアマリンふくしま 12

2月19日 土 アクアマリンふくしま いわき駅 14

2月20日 日 いわき駅 四ツ倉駅 11

2月26日 土 四ツ倉駅 Jビレッジ 18

2月27日 日 須賀川駅 郡山駅 13

3月5日 土 郡山駅 杉田駅 20

3月6日 日 杉田駅 金谷川駅 17

3月12日 土 金谷川駅 福島県庁 10

340

※汚染区間の回避について

・福島県双葉郡にあるJビレッジで一度実踏を止めて、須賀川駅から再スタート致します。

計

　　

千葉県W協会

茨城県W協会

福島県W協会

絆ウォーク第二期（実施コース・距離等）
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■心の復興 実踏隊第二期出発イベント&ウォーキングイベント
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■出発式 内容

TIME LAP 全体 出演者 音響 備考

9:00 ３ 第二期開催宣言 ・畑 大会実行副委員長 なし MC…紹介

9:03 ５
隊旗(大旗)受け渡し

隊旗(小旗)受け渡し

・畑 大会実行副委員長 ⇒
・大塚東京都W協会理事長

・畑 大会実行副委員長 ⇒
・西井東京都W協会会長

なし MC…紹介

9:11 2 実踏隊
第二期出発宣言 ・大塚東京都W協会理事長 なし MC…紹介

※協賛企業様紹介・・・MC

9:15 ※実踏隊・ウォーキングスタート(時差スタート)

■出発式 スケジュール

東北復興支援“絆ウォーク” 実踏隊第二期出発イベント
【東京都スタート】
●畑 浩靖 大会実行副委員長 第二期開催宣言

【隊旗(大旗・小旗)受け渡し】
●大旗・・・畑 大会実行副委員長 ⇒ 大塚東京都ウオーキング協会理事長
●小旗・・・畑 大会実行副委員長 ⇒ 西井東京都ウオーキング協会会長

【協賛企業紹介】
●カルビー株式会社
●株式会社伊藤園
●株式会社エーティー・インタ-ナショナル



■絆ウォーク 第二期(東京都～千葉県) 東京都出発式

(JWA畑会長 挨拶) (大塚東京都W協会理事長)

(葛飾区 平井大橋) (葛飾区 柴又帝釈天)

(東京都Ｗ協会大塚理事長～
千葉県W協会古宮会長へ)

(東京都W協会西井会長
～千葉県遠藤幹事長へ)

Page. 4



絆ウォーク第二期（千葉県～茨城県）

2021年12月5日(日)柴又帝
釈天をスタートした千葉県ウオー
キング協会(古宮会長)
柏駅を経由して12月11日(土)
茨城県取手駅で茨城県ウオーキ
ング協会(深見会長)に引き継が
れました。
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絆ウォーク 第二期（茨城県～福島県）

12月12日(日)に取手駅をス
タート。
取手歩こう会・牛久Wクラブ・高
萩Wクラブ・ひたちなか健歩会・
常陸太田Wクラブ・水戸歩く会と
隊旗が引き継がれ2022年2月6
日に磯原駅に到着しました。
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絆ウォーク （福島県）

アクアマリンふくしま

岩間海岸

植田駅

2月15日 福島民報 掲載

2月28日 福島民友新聞 掲載

福島県内に隊旗が入り、いわき市、
郡山市を経由してゴール地である
福島市へと進んで行きました。
福島民報社様、福島民友新聞社
様が、実踏内容を紙上に掲載して
いただき大きな励みとなりました。
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■絆ウォーク第二期 実踏隊ゴールイベント 概要
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■到着式 内容

TIME LAP 全体 出演者 音響 備考

11:30 4 実行委員会会長挨拶 谷口博昭 (元国土交通省事務次官) な
し MC…紹介

11:36 ４ 福島県企画調整部
政策監 挨拶 葉坂聖一 福島県企画調整部 政策監 な

し MC…紹介

11:40 ５ 来賓挨拶 ・中尾富安様 (福島民報社)
・菊池克彦様 (福島民友新聞社)

な
し MC…紹介

11:48 ５ 応援ウォーク ・福島県の皆さん（鈴木福島県W会長） な
し MC…紹介

11:50 ５
隊旗(大旗)受け渡し

隊旗(小旗)受け渡し

・谷口博昭 実行委員会会長
・鈴木福島W協会会長

・葉坂聖一 福島県企画調整部 政策監
・中山福島県W協会事務局長

な
し MC…紹介

■到着式 スケジュール

東北復興支援“絆ウォーク第二期” 実踏隊ゴールイベント
【福島県庁到着式】
●谷口博昭 実行委員会会長 (元国土交通省事務次官) 挨拶
●葉坂聖一 福島県企画調整部 政策監 挨拶
【来賓挨拶】
●中尾富安 福島民報社専務取締役様
●菊池克彦 福島民友新聞社常務取締役営業統括本部長様
【応援ウォーク】
●福島県の皆さん （鈴木福島県ウオーキング協会会長)
【隊旗(大旗・小旗)受け渡し】
●大旗・・・鈴木福島県ウオーキング協会会長⇒谷口 博昭 実行委員会会長

●小旗・・・中山福島県ウオーキング協会事務局長⇒葉坂聖一 福島県企画調整部 政策監

【協賛企業紹介】
● カルビー株式会社 株式会社伊藤園
株式会社エーティー・インターナショナル 株式会社アイケイ



絆ウォーク第二期 到着式

2022年3月12日(土)福島県庁
にゴールしました。隊旗は、実行委
員会会長並びに福島県に返還さ
れました。ゴール後に参加者全員
で「がんばろう”東北“ がんばろ
う”ふくしま」のエールで心の復興を
願いました。
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絆ウォーク第二期 協賛企業様

（カルビー株式会社・株式会社伊藤園・株式会社エーティー・インターナショナル）

（伊藤園様）
ミネラル麦茶

（カルビー様）
フルグラビッツ

（エーティ・インターナショナル様）
ウォーキングシューズ
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絆ウォーク第二期 メディア様

2022年3月12日付
福島民報社様 掲載

2022年3月12日付
福島民友新聞社様 掲載
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