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ウオーキングマナー五ヶ条／やあ！お早う 明るい挨拶さわやかに／信号で あわてずあせらず 待つ余裕／
ひろがるな 参加者だけの道じゃない／自分のゴミ 自分の責任持ち帰り／歩かせて いただく土地に感謝して
------------------------------------------------------------------------------------------------

「第 3 回つくば国際ウオーキング大会」は三位一体で大成功！
平成 21 年 11 月 8 日（日）つくば市立中央公園で開
催され、晴天に恵まれて大勢の皆様につくばのコース
を楽しんでいただきました。 また出発前には「ウオーク
日本１８００」キックオフ大会を記念して、 つくば市副市
長様、 日本土地家屋調査士会連合会副会長様、
つくば市立吾妻中学校生徒２名様、県ウオーキング協
会長の手で公園の一角に桜の木を植樹しました。

参加者、スタッフ、ご支援いただいた関係者の方々に
感謝申し上げます。
尚、11 月 7 日（土）はせっかくウオークを開催し 500
選「筑波山麓むかし道を巡るみち」コースを楽しんでい
ただきました。

[参加者数] （５７２名）
・ せっかくウオーク ７０名
・ ２０ｋｍ
１４３名
・ １０ｋｍ
２５７名
・ ５ｋｍ
２７名
・ スタッフ
６３名

・ 来賓等
１２名
[アンケート結果] （女性３１、男性２７）
◎ 今日のウオーキング大会は楽しかったですか？
・楽しかった ４９ ・普通 ８ ・楽しくなかった １
◎ コースはいかがでしたか？
・良かった ４７ ・普通 10 ・良くなかった 1
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◎ スタッフの対応はいかがでしたか？
・良かった ４８ ・普通 5 ・よくなかった 5
◎ 次回もこの大会に参加したいと思いますか？
・思う 49 ・ 思わない 9

④指導者認定講習会について
⑤常陸太田ウオーキングクラブ加盟の件
⑥ＩＷＡウオーキングカレンダーの件
など。
午後はウオーキング指導者会を開催。堀野会長の指導で、読
図の実際と大塚池までのウオークを行った
----------------------------------------------------

【加盟団体の行事】

-----------------------------------------------

☆ 常陸太田ウオーキングクラブ
ＩＷＡの指定会員に加盟！
11 月 15 日開催の第 3 回役員会で茨城県ウオーキン
グ協会の指定会員に承認されました。 仲間が増えて
嬉しいことです。ますます賑やかに楽しいウオーキング
の輪を拡げていきましょう。おめでとうございます。
会長・事務局 武藤健司
311-0321 常陸太田市春友町 42
TEL･FAX 0294-78-0402
（※11/18 NHK ﾎｯﾄﾓｰﾆﾝｸ ﾞ常陸太田のつけけんちん
そばがうまい。）
------------------------------------------------------

☆ ＩＷＡ 役員会の報告・協議事項
１１月１５日（日）９時から水戸市上中妻市民センターで開催。
報告事項・・・・・各大会の結果など
協議事項・・・・・①健やか 爽やか ウオーク日本１８００関連
②ウオーキング大会予定について
③ウオーキング教室について

-------------------------------------------「健やか 爽やか ウオーク日本 1800
ひたちなか市」
大会
☆ １２月６日（日） 東海･ひたちなか健歩の会
[武田氏館を訪ねるみちウオーク]
①集合: ＪＲ常磐線勝田駅西口 午前９時３０分
②スタート: １０時
③コース: 団体歩行
・5 キロコース「武田氏館を訪ねるみち」
ゴール勝田駅西口
・１１キロコース「武田氏館から海浜公園を巡る
みち」 ゴール海浜公園
④解散: 午後２時頃
⑤参加費: 他協会員￥300 一般 500 円
⑥問い合せ: 三好 ＴＥＬ・ＦＡＸ 029-262-2428
-------------------------------------------☆ １２月６日（日）
水戸歩く会
[ 水戸イヤーラウンドウオーク ]
いばらき元気ウオークの日 ＜９キロ ＞
①集合： 水戸駅北口 午前８時４５分
②スタート： 午前９時
③コース： やがて来る冬に備える水戸上市の残照を
歩きつなぎます。何があるか、お楽しみ乞う。
④解散： 12 時頃・（水戸駅）
⑤参加費： 会員外３００円 当日受付
⑥問い合せ: 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ 029-251-3246
-----------------------------------------☆ １２月６日（日）
利根町歩く会
（ 茨城元気ウオークの日）
[町内ウオーク・鎌倉街道]
＜７ｋｍ＞
①集合: 利根町公民館 午前８時３０分
②スタート: ８時５０分
③コース: 公民館→鎌倉街道→公民館
④解散: 午後１１時頃
⑤参加費: 無料
⑥問い合せ: 田仲 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-5051
--------------------------------------−-----☆ １２月１２日（土）
取手市歩こう会
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［横浜タウン ウオーク］
＜１０ｋｍ＞
①集合： ＪＲ桜木町駅 午前１０時２０分
②スタート： 午前１０時 30 分
③コース： 桜木町駅→掃部山公園→野毛山動物園→
大通公園→元町→山下公園赤レンガ倉庫→
汽車道→桜木町駅
④解散： 午後３時３０分頃
⑤参加費： 会員無料、他協会員 200 円、一般 400 円
⑥問い合せ： 二ノ倉 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-73-6401
-----------------------------------------☆ １２月１９日（土）
取手市歩こう会
［忘年懇親ウオーク（竜ヶ崎〜牛久）］
＜１１ｋｍ＞
①集合： ＪＲ佐貫駅東口 午前８時３０分
②スタート： ８時４０分
③コース： ＪＲ佐貫駅東口→第 3 児童公園→北竜台公
園→女化神社→神谷小→シャトーカミヤ
④解散： 午後１２時頃
⑤参加費： 会員無料、他協会員 200 円、一般 400 円
⑥問い合せ： 二ノ倉 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-73-6401
---------------------------------------------☆ １月３日（日） 水戸歩く会
（ 茨城元気ウオークの日） ＜６キロ＞
［新春の偕楽園にすがすがしさを追いかけよう］
①集合： 午前９時 桜山駐車場（護国神社下）
②スタート： ９時１５分
③コース： 千波湖を１周・千奕台・常磐神社参拝
④解散： 午前中
⑤参加費： ３００円
⑥問い合せ： 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ 029-251-3246
-------------------------------------------☆ １月３日（日）
利根町歩く会
（ 茨城元気ウオークの日）
[町内ウオーク・ヘルスロード]
＜７ｋｍ＞
①集合: 利根町公民館 午前８時３０分
②スタート: ８時５０分
③コース: 公民館→親水公園→公民館
④解散: 午後１１時ころ
⑤参加費: 無料
⑥問い合せ: ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-5051
--------------------------------------−--☆ １月６日（水） 水戸歩く会
[水戸初詣ウオーク] ＜１０ｷﾛ＞
①集合： 水戸駅北口 午前８時４５分
②スタート： ９時
③コース： 水戸市内大通り・神社参拝予定
④解散： 午前中
⑤参加費： ３００円
⑥問い合せ： 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ 029-251-3246
--------------------------------------------

☆ １月１５日（金） 水戸歩く会
[高萩市内ウオーク] ＜１０ｷﾛ＞
①集合： 常磐線高萩駅 午前９時４５分
②スタート： 午前１０時
③コース： 高戸小浜から万葉の道
④解散： 午後２時 30 分
⑤参加費： ３００円
⑥問い合せ： 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ 029-251-3246
-----------------――------------------------☆ １月１５日（金） 高萩ウオーキングクラブ
［市内初詣ウオーク］ ＜A １２ｋｍ＞＜B ７ｋｍ＞
①集合： 高萩総合福祉センター 午前９時１５分
②スタート： 午前９時４０分
③コース： 福祉センター→八幡宮→小島橋→
A アプローチ広場→穂積家→福祉センター
B サンスポーツランド→福祉センター
④解散： A 午後３時頃 B 午後２時頃
⑤参加費 会員・小学生以下無料、その他３００円
⑥問い合せ： 青木 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0293-23-1651
-------------------------------------------☆ １月２５日（月）
高萩ウオーキングクラブ
［十王パノラマ公園ウオーク］ ＜１０ｋｍ＞
①集合： 十王駅西口 午前１０時１０分
②スタート： 午前１０時３０分
③コース： 十王駅→十王ダム→十王パノラマ公園
→城の丘→十王駅
④解散： 午後２時１０分頃
⑤参加費： 会員・小学生以下無料、その他３００円
⑥問い合せ： 青木 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0293-23-1651
--------------------------------------------

１２月以降の行事（ホームページにも載っています）
12 月 6 日（日）水戸イヤーラウンドＷ／いばらき元気Ｗ 水戸歩
12 月 6 日（日）町内元気Ｗ・鎌倉街道
利根歩
12 月 6 日（日）大田郷・嘉家佐和里山Ｗ 筑西・下館
12 月 6 日（日）水戸駅南・下町人情ウオーク 水戸Ｗ
12 月 6 日（日）ｳｵｰｸ日本 1800・ひたちなか 東ひ健歩
12 月 6 日（日） 水戸八景パート４
常陸太田Ｗ
12 月 8 日（火） 総会Ｗ
高萩Ｗ
12 月 12 日（土） 横浜タウンＷ
取手歩
12 月 12 日（土）冨士絶景と秩父宮記念公園 古河歩
12 月 13 日（日） 忘年Ｗ
利根歩
12 月 13 日（日）クリーンＷ
筑西・関城
12 月 13 日（日） 忘年Ｗ
牛久Ｗ
12 月 19 日（土） 忘年懇親Ｗ
取手歩
12 月 19・20 日（土・日） 忘年Ｗ
常陸太田Ｗ
12 月 20 日（日） 波の華散る大洗Ｗ
水戸Ｗ
12 月 20 日（日） 鎌倉歴史探訪Ｗ
ＪＷＡ
12 月 20 日（日） 〃
水戸歩、東ひ健歩、高萩Ｗ
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12 月 20 日（日） 新守谷からせせらぎの路 藤代歩
12 月 27 日（日） ホームロードＷ
筑西・関城
１月１日（金） 初詣ウオーク
牛久Ｗ
１月３日（日） 栗橋八福神を歩く
古河歩
１月３日（日） 偕楽園・千波湖 元気ｳｵｰｸ 水戸歩
１月３日（日） 町内元気Ｗ・ヘルスロード
利根歩
１月６日（水） 初詣Ｗ
水戸歩
１月９日（土） 初詣Ｗ・佐野厄よけ大師
取手歩
１月１０日（日） 村松虚空蔵尊ウオーク
東ひ健歩
１月１１日（月）小江戸・川越七福神巡り 筑西下館Ｗ
１月１４日（木） 東京Ｗ
常陸太田Ｗ
１月１５日（金） 高萩市内Ｗ
水戸歩
１月１５日（金） 市内初詣ウオーク
高萩Ｗ
１月１７日（日） とね七福神めぐり
利根歩
１月２３日（土） ＩＷＡ役員会
（取手歩担当）
１月２４日（日） 七福神ウオーク
筑西・関城
１月２５日（月） 十王パノラマ公園
高萩Ｗ
２月６日（土） 中山法華経寺から行田公園 取手歩
２月７日（日） ひたちなかＷ＜武田館＞ 東ひ健歩
２月７日（日） 福祉センターから南中郷
高萩Ｗ
２月７日（日） 大塚池いばらき元気ｳｵｰｸ
水戸歩
２月７日（日） 耐寒Ｗ
常陸太田Ｗ
２月７日（日） 町内元気Ｗ・
利根歩
２月１１日（木） 那珂市Ｗ
水戸歩
２月１４日（日） 宇都宮・まほろばのみち
筑西下館
２月１４日（日） 渡瀬遊水池を歩く
古河歩
２月２０日（土 ）小江戸川越・寺社めぐり
取手歩
２月２０日（土） 陸前浜街道Ｗ
高萩Ｗ
２月２１日（日） 水郡線Ｗパート 2
常陸太田Ｗ
２月２５日（木） ひたちなかＷ
水戸歩
２月２８日（日） 真壁ひな祭りウオーク 筑西・関城
３月６日（土） 水戸観梅ウオーク
水戸Ｗ、高萩Ｗ
３月７日（日） 水戸観梅ウオーク
水戸Ｗ、古河歩
３月７日（日） 水戸観梅いばらき元気ｳｵｰｸ 水戸Ｗ
３月７日（日） ひたちなかＷ＜海浜公園＞東ひ健歩
３月７日（日） 水府Ｗ
常陸太田Ｗ
３月７日（日） 町内元気Ｗ・
利根歩
３月１３日（土） 夢の島公園周辺Ｗ
取手歩
３月１４日（日） 結城に残る鎌倉街道散策 筑西下館
３月２０日（土） 大宮公園周辺Ｗ
取手歩
３月２０日（土） 結城紬参観と古寺社参拝Ｗ 水戸Ｗ
３月２１日（日） ＩＷＡ役員会
（取手歩担当）
３月２５日（木） 東京Ｗ
水戸歩
３月２７・２８日 第１１回古河まくらがの里・花桃Ｗ
古河歩
３月２８日（日） たつごの里ウオーク
高萩Ｗ
３月２８日（日） 総会
常陸太田Ｗ
３月３１日（火） 日立Ｗ
水戸歩
４月８日（木） お花見Ｗ
常陸太田Ｗ

--------------------------------------------

[楽しいウオーキング教室] （予定）
☆ １２月１５日（火） 常総市ウオーキング教室
------------------------------------------

＝ＮＥＷＳ＝
１．「ウオーキングの楽しみ」
常陽新聞連載／川上 清
20- 日立の「助川山市民の森」
（11.1）
21- 水戸で自由歩行大会
（11/8）
22- 水戸で自由歩行大会
（11/15）
23- 下市・寿橋から城東へ
（11/22）
２．茨城県マスターウオーカー賞 表彰
11 月 8 日（日）の「第 3 回つくば国際ウオーキング
大会」で次の方が表彰されました。おめでとうござ
います。
0009 二ノ倉 剛さん （取手市）
0010 栗田 守さん （常陸大宮市）
0011 加藤洋子さん （取手市）
---------------------------------------------−連載 地図のお話− 第６回

「地図記号」
皆さんがウオーキング用のベースマップとして、ま
たウオーキングコース作りなどでお馴染み(？)の国土
地理院発行の 2 万 5 千分の 1 地形図は、「地図語」
としての数多くの「地図記号」で成り立っています。
地図記号というと、神社やお寺などの記号はほとん
どの人が分かるかと思いますが、神社やお寺そのも
のの地球上の位置や実形を A2 版程度の 1 枚の紙上
に 2 万 5 千分の 1 に縮小し表現するのには、相当の
無理があるのは、誰が考えてもお分かりになるでしょ
う。
そこで、登場するのが「地図記号」ということになりま
す。「ここはこういう場所でこういう大きさの本殿や境
内の広さを持つお寺です。周囲は竹林や針葉樹の
林で囲まれた景観の素晴らしいところです」といった、
お寺について言葉で表現すれば延々と長くなる内容
を「地図記号」という形で表現しているのです。冒頭
に「地図記号」は「地図の言葉(地図語)」ですといった
のがお分かりいただけるかと思います。
地図記号は前述のお寺や神社の記号はほんの一
部で、2 万千分の 1 地形図では、現在、およそ 175 程
度(地形図作りは明治初頭以後 140 年余の歴史があ
り、その時代を反映して、地図記号も増減を繰り返し
ています)から成り立っています。
地図上に描かれた山や川・湖の形、道路や鉄道、
山村の集落や都市のビル・都市近郊の住宅団地の
景況、たんぼや畑・森(針葉樹、広葉樹など)など、眼

ＩＷＡニュース 2009・12 月号 ＜第 16 号＞ 平成 21 年１2 月１日 ／ 茨城県ウオーキング協会
-5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

前に広がる地形や風景・家並みの配置などが全て
「地図記号」で表されているのです。
特に 2 万 5 千分の１地形図は、国の基本図として
約 4,340 面で全国をくまなく整備する最大縮尺の地
図です。開発や環境の変化に伴いこれらの地図は、
一定の周期で更新されています。原則的には、大規
模な道路や鉄道などが開通したときには、併せて修
正が施され、紙ベースでも刊行されます。
国土地理院では、一般的には、都市部 3 年、都市
近郊 5 年、それ以外は 10 年周期で更新するのがル
ールとなっていますが、昨今の厳しい財政事情もあり、
かなり遅れ気味になっています。ただし、コンピュー
ター上での修正・更新は、常時修正(1 年に 1 度程度
の修正)を目指し、維持管理に努めています(ホーム
ページ上の地形図は比較的新しい)。
したがって、紙ベースの地形図は必ずしも現況を
表してはいませんので、新しい道路が無かったり、開
発で変わってしまった地形、無くなった家屋などが、
以前のままであったりすることがあることも頭に入れて
おきましょう。
機会を見つけて、是非、「1 枚の地形図」を手に持
ち、自分たちの住み慣れた地域や場所を改めて訪
れてみては如何でしょうか？地図を片手にテクテクと
歩いて(ウオーキングして)みると、きっと新しい発見が
あると思いますヨ！！

-------------------------------------------−連載 野草のお話− 第６回

11 月 15 日の赤坂・六本木・麻布坂道ウォーク。内容
のあるウォークで満足感に満たされた一日でした。ま
ず高橋是清公園では普段見慣れた常緑樹が多かっ
たのですが、普通のヒサカキと違って葉も小さく肉厚
のハマヒサカキがたくさん植えられていました。ハマヒ
サカキはどちらかといえば海岸性の植物ですので東
京湾を考えれば当然なのでしょうが。それから実をつ
けたシャリンバイとマルバシャリンバイが近くにあり思
わず容易に比較することができ嬉しかった。また、ﾌｯ
ｷｿｳ【富貴草】が青々と茂り春を待っている姿も心地
よかった。ﾌｯｷｿｳは常緑の緑が茂る様子を繁栄にた
とえ庭に昔からよく植えられたものです。続いて乃木
神社。ここにはとても珍しいカイノキ（楷樹）の巨樹が
ありました。私は初め葉を見上げてハゼだと思いまし
た。調べてみるとハゼはハゼでも別名トネリバハゼあ
るいはナンバンハゼだったのですが・・。言うまでもな
くハゼの仲間ですからウルシ科です。木の葉を触っ
たくらいでも敏感な人はかゆくなります。ところで私は
乃木神社を出てから過去にカイノキの大木をどこか
で見たことがあるという思いに駆られウォーク中ずっ
と考えていました。ついに有栖川宮記念公園に着き、
高木でハート型の黄葉に鈴なりに赤く実った房状の
果実を下げていたイイギリを見上げていた時思い出
しました。3 年前に岡山県を旅した時に閑谷（しずた
に）学校で見たことを。【閑谷学校とは今から３００年
以上も前に岡山藩主池田光政が建てた学校で武士
の子弟ばかりでなく平民も入学させた学校で現存最
古の学校建築。】ここの２本のカイノキの大木は並ん
でいてどちらも雌木ですが一方は秋に葉が赤くなり
他方は黄色になるというものでした。後日乃木神社に
問い合わせて見ましたら乃木神社のカイノキは雌木
か雄木かは不明で今年は黄色に色づいているが気
候によってたまに上の方が赤くなることもあるというこ
とでした。私にカイノキを思い出させてくれたイイギリ
のことですが、11 月 18 の高萩ウォークで偶然展望台
から覗いた下にイイギリがありまた違った眺めも味わ
え最高でした。
（今は時節柄、野草が少ないので、樹木についてちょっと
ふれてみました。）

（長田律子 記）
-------------------------------------------（堀野正勝 記）
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
☆ 前向き 楽しく 喜んで
平成 11 年 2 月 15 日から 25 日まで、そして同年 7 月
7 日に伊能ウオーク隊が茨城県内を踏破した。
当時、茨城県ウオーキング連盟は茨城県内を毎日 3
名が随行隊員として波崎から北茨城まで担当した。そ
のなかの一人、伊藤春雄さん（前会計理事）が前日の
千葉県銚子から福島県いわきに引き継ぐまでの毎日の
記録を「伊能ウオーク九行の記」（苦行）に記している。
･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

[平成 11 年 2 月 23 日（火）晴
8 日目 ・日立市〜高萩市]
『 昨日は永井さん、今日伊藤（寿）さんとわが女
性スタッフのストレッチ体操の評判が素晴らしい。
今日も長い海岸線を歩く。波の声援、青い海、
寄せてくる波がみどりに透けてきて砕け散る。
春が確実に近づいている事が解る。 遙か水平線
上に白い船、止まっている様にも見える。 大手
を拡げて寄せる波頭、歩調もリズミカルとなる。
晴天ウオークは快調そのもの。

空よりも青い瞳の海春の潮

』

･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

過日は体調を崩されて心配したけれども、持ち前の
気力で病を吹き飛ばしてしまった。 以前と変わらず歩
きながら多趣味の人生を楽しんでいる。
80 歳を楽しんでいる。
人生は前向き 楽しく 喜んで ！
＜編集子のひとりごと＞

