
 

太田市ウオーキング協会令和 3 年事業計画(案) 

事業計画年度：令和 03 年 4 月 1 日～令和 04 年 3 月 31 日 

年月 

 

日・曜日 事業名 開催場所 公認大会 備 考 

04 月 

10 日（土） 04 月第一例会    

24 日（土） 04 月第二例会    

29 日(木・祝）

い祝） 

第 21 回藤岡市ふじウォーク 藤岡市内 500 選・

IVV 

藤岡市Ｗ協会 

05 月 

08 日（土） 05 月第一例会  IVV  

15 日 (土) 令和 3 年度定期総会 南ふれあいセンター  全員参加 

22 日（土） 05 月第二例会  IVV  

06 月 

12 日（土） 06 月第一例会  IVV  

13 日（日） 第 10 回県民ウォーク 赤城山湖畔 IVV 群馬県Ｗ協会 

26 日（土） 06 月第二例会  IVV  

07 月 
10 日（土） 07 月第一例会  IVV  

24 日（土） 07 月第二例会  IVV  

08 月 28 日（土） 08 月第一例会  IVV  

09 月 

05 日（日） 金山清掃 大光院境内  金山を美しする会 

11 日（土） 09 月第一例会  IVV  

18 日（土） 金山さんぽ(ウォーキング教室・講義） こどもの国  太田市Ｗ協会 

25 日（土） 09 月第二例会  IVV  

10 月 

09 日（土） 10 月第一例会  IVV  

未定 ハウスバーモントファミリーウォーク 館林市  群馬県Ｗ協会 

未定 
第 15 回イオンモール高崎ファミリー 

ウォーキング大会 
イオンモール高崎 IVV 

イオンモール高崎 
ぐんまＷ協会 

23 日（土） 10 月第二例会  IVV  

11 月 

5-7(金・土・日) 第 44 回日本スリーデーマーチ 埼・東松山市  スタッフ要請 

13 日（土） 11 月第一例会  IVV  

23 日(火・祝)

い) 

第 32 回前橋ウォーキングジャンボリー 前橋市・前橋公園 500 選・

IVV 

前橋市Ｗ協会 

27 日（土） 11 月第二例会  IVV  

12 月 

日（日） 第 13 回藤岡市冬桜ウォーク 藤岡市  藤岡市 W 協会 

11 日 (土) 12 月第一例会忘年ウォーク 場所未定 IVV  

18 日（土） 金山さんぽ(ウォーキング教室・実

技) 

こどもの国  太田市Ｗ協会 

19 日（日） 
第 57 回鎌倉歴史探訪ウォーク NO.03 

大船観音巨福呂坂切通し（12Km） 
神・鎌倉市 

500 選・

IVV 
レンタバス使用 



 

年月 

 

日・曜日 事業名 開催場所 公認大会 備 考 

令和

03 

01 月 

8 日（土） 01 月第一例会  IVV  

09 日（日） 第 41 回新春七福神めぐり 大光院境内 IVV 市役所観光課 

22 日（土） 01 月第二例会  IVV  

02 月 
12 日（土） 02 月第一例会  IVV  

26 日（土） 02 月第二例会  IVV  

03 月 
12 日（土） 03 月第一例会  IVV  

26 日（土） 03 月第二例会  IVV  

 

12 頭ありがとう

ございます。 

令和 3 年度常任理事会日程 

年月 日・曜日 事業名 開催場所 

令和 03 年 04 月 15 日（木） 04 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

05 月 20 日（木） 05 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

06 月 17 日（木） 06 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

07 月 15 日（木） 07 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

08 月 19 日（木） 08 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

09 月 16 日（木） 09 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

10 月 21 日（木） 10 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

11 月 18 日（木） 11 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

12 月 16 日（木） 12 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

令和 04 年 01 月 20 日（木） 01 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

02 月 17 日（木） 02 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

03 月 17 日（木） 03 月度常任理事会 南ふれあいセンター 

2021 年 関東甲信越ウォーキング大会 

年月 日・曜日 事業名 開催場所 事務局対応 

03 年 02 月 20～21 日（土～日） 第 31 回南房総フラワーマーチ 千葉県・南房総市 中止 

03 月 27～28 日（土～日） 第 42 回上州太田グリーンマーチ 群馬県・太田市 中止 

 27～28 日（土～日） 第 22 回古河まくらがの里・花桃ウォーク 茨木県・古河市 中止 

04 月 10～11 日（土～日） 第 15 回下総・江戸川ツーデーマーチ 千葉県・市川市 10 月開催 

 24～25 日（土～日） 第 35 回飯田やまびこマーチ 長野県・飯田市 縮小開催 

05 月  第 26 回ウォーキングフェスタ東京 東京都・小金井市 中止 

 08～09 日（土～日） 第 16 回野沢温泉菜の花パノラママーチ 長野県・下高井郡  

 22～23 日（土～日） 第 19 回飯能新緑ツーデーマーチ 埼玉県・飯能市 中止 

06 月 05～06 日（土～日） 第 15 回つくば国際ウォーキング大会 茨木県・つくば市 22 年に延期 



 

年月 日・曜日 事業名 開催場所 事務局対応 

 未定 第 12 回にいがた湊まち歴史ウオーク 新潟県・新潟市  

09 月 04～05 日（土～日） 第 22 回日光ツーデーウオーク 栃木県・日光市 中止 

 未定 2021 越後長岡ツーデーマーチ 新潟県・長岡市  

 未定 第 14 回川口ツーデーマーチ 埼玉県・川口市  

10 月 09～10 日（土～日） 第 23 回港よこはまツーデーマーチ 神奈川県・横浜市  

 16～17 日（土～日） 第 30 回富士河口湖もみじマーチ 山梨県・河口湖町  

11 月 05～07 日（土～日） 第 44 回日本スリーデーマーチ 埼玉県・東松山市  

 20～21 日（土～日） 第 23 回城下町おだわらツーデーマーチ 神奈川県・小田原市  

開催・中止は変更になる場合があります。実行委員会に確認のうえお申込み下さい。 


