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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------＊当日申込／大人 800 円（つくば市民 500 円）
※※※※※※※※※※※※※※
18 歳以下 500 円（ 〃 300 円）
第４ 回つくば国際ｳ ｵ ｰ ｷ ﾝｸﾞ大会・
小学生以下 無料

測量の日記念ウオーク
（Ｗ日本 1800、ＩＶＶ、茨城ﾏｽﾀｰｳｵｰｶｰ、
いばらきﾍﾙｽﾛｰﾄﾞ、） （せっかくＷ・500 選）
主催： 大会実行委員会（茨城県ウオーキング
協会・茨城土地家屋調査士会等）
共催： つくば市、つくば市教育委員会、
後援： 、協賛：・・・・・ 諸団体・企業各位

①ウオーキング を楽しむ！

☆６月６日（日）
／平成２２年
会場： つくば市立中央公園（TX 地下駅 歩 3 分）
受付： 午前８時
出発式： ９時
スタート： ９時３０分
コース：
Ａ ・２０ｋｍ（自由歩行）
中央公園→ｴｷｽﾎﾟｾﾝﾀｰ →松見公園→
国土地理院→竹園東公園→筑波宇宙ｾ
ﾝﾀｰ →産業技術総合研究所→赤塚公
園→洞峰公園→中央公園（ｺﾞｰﾙ）
Ｂ ・１０ｋｍ（自由歩行）
中央公園→ｴｷｽﾎﾟｾﾝﾀｰ →松見公園→
国土地理院→吾妻公園→中央公園（ｺﾞｰﾙ）
Ｃ ・５ｋｍ（自由歩行）
中央公園→竹園公園→二宮公園→洞峰
公園＜折返し＞→中央公園（ｺﾞｰﾙ）
Ｄ ・５ｋｍ（団体歩行）
（Ｄ ｺｰｽは国土地理院で
受付： 9 時 30 分
スタート： 10 時 20 分
ゴール： 12 時 30 分頃
ゴール： 午後３時３０分終了予定（Ａ、Ｂ、Ｃｺｰｽ）
参加費:
＊事前申込／大人 500 円（つくば市民 300 円）
18 歳以下 300 円（ 〃 200 円）
小学生以下 無料

②測量の日・歩測大会 を楽しむ！
☆６月６日（日）
全国歩測大会 in つくば
平成 22 年度全日本歩測大会（名人・達人選）
主催： 日本ウオーキング協会
会場： 国土地理院（つくば市北郷 1 番）
受付： 午前９時３０分
開始： １０時 と午後１時 の２回
コース： 国土地理院内の特設コース
終了： 午後３時予定
参加費: 歩測大会は無料、
当日申込

③せっかく ウオーク を楽しむ！（前日）
☆６月５日（土） ＜５００選＞ １７ｋｍ
会場： つくば市役所筑波庁舎
受付： 午前９時
スタート： １０時 (団体歩行)
コース： 筑波庁舎→普門寺→筑波山神社→平沢
官衙(かんが)遺跡→大池公園→筑波庁舎(ｺﾞｰﾙ)
参加費:
＊事前申込 300
＊当日申込 500 円
事前申込の方法 ：
郵便局払込取扱票に
・加入者番号 00110-8-374140
・加入者名
茨城県ウオーキング協会
・申込者の
・〒番号、住所、氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)、年齢、
・電話番号、
・コース（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、せっかくウオーク
のいずれか）を記入し振り込んで下さい。
事前申込締切 ： 平成２２年５月２０日（木）
大会の問い合せ先 ： 小林延行
TEL・FAX 029-873-7908
〒300-1204
茨城県牛久市岡見町 960-35

※※※※※※※※※※※※※※
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※※※※【加盟団体の行事】
※※※※
☆ ４月３日（土）
取手市歩こう会
[ 神田川お花見ウオーク ]
＜１０ｋｍ＞
①集合: ＪＲ秋葉原駅・電気街口 午前９時４０分
②スタート: ９時５０分
③コース: 神田明神→小石川後楽園→江戸川橋→神
田川桜並木→椿山荘→高戸橋→戸山公園→
高田馬場駅
④解散: 午後３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
--------------------------------------−-----☆ ４月４日（日 ）
水戸歩く会
（ いばらき元気ウオークの日）
[交通安全アピールウオーク]
＜５ｋｍ＞
①集合: 午前９時４５分
②スタート: １０時００分
③コース: 旧三の丸庁舎から大工町折り返し
④解散: 午前中終了予定
⑤参加費: 無料
⑥問い合せ: 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２９−２５１−３２４６
---------------------------------------------☆ ４月４日（日）
利根町歩く会
（ いばらき元気ウオークの日）
[町内ウオーク・鎌倉街道コース]
＜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: 午前１１時頃
⑤参加費: 無料
⑥問い合せ: ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-5051
---------------------------------------------☆ ４月８日（木）
水戸歩く会
（ウオーク日本１８００大会・笠間市）
[笠間北山へ桜名所をはしごして]
＜１０ｋｍ＞
①集合: 午前９時１０分 水戸線宍戸駅集合
②スタート: ９時２５分
③コース: 完全寺・唯心寺・円通寺・白鳥湖・北山公園
常磐線友部駅
④解散: 午後２時３０分ころ
⑤参加費: ３００円
⑥問い合せ: ＴＥＬ・ＦＡＸ０２９−２５１−３２４６川上まで
---------------------------------------------☆ ４月１０日（土） 高萩ウオーキングクラブ
［高萩さくらまつりウオーク］ ＜10ｋｍ＞
①集合: 高萩総合福祉センター 午前 9 時 00 分
②スタート: 午前 9 時 30 分
③コース: 福祉センター→高浜海岸→さくらまつり

会場（旧衛星通信所）→高萩駅西口
④解散: 高萩駅西口 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
---------------------------------------------☆ ４月１０日（土） 東海･ひたちなか健歩の会
（ウオーク日本 1800 大会・
日立市）
[日立さくら祭りウオーク]
＜１２ｋｍ＞
①集合： JR 日立駅前シビックセンター広場
午前９時３０分
②スタート： １０時００分
③コース： < 団体歩行 >
シビックセンター広場〜平和通〜芝内〜熊野神社
神峰公園〜共楽館〜シビックセンター広場ゴール
④解散： １５時３０分頃
⑤参加費： 一般５００円 他協会員３００円
小中学生無料
⑥問い合せ： 三好 TEL・FAX 029-262-2428
---------------------------------------------☆ ４月１４日（水）
水戸歩く会
（ウオーク日本 1800 大会・日立市）
[十王から高萩へ茨城衛星通信所の桜を訪ねます]
＜１１ｋｍ＞
①集合: 午前９時４０分 常磐線十王駅集合
②スタート: ９時５５分
③コース: 法鷲院→総合運動広場→林木育種センタ
ー→KDDI 茨城衛星通信所→高萩駅
④解散: 午後２時頃
⑤参加費: ３００円
⑥問い合せ: 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２９−２５１−３２４６
---------------------------------------------☆ ４月１７日（土）
取手市歩こう会
[ 総会ウオーク・手賀沼コース ]
＜１１ｋｍ＞
①集合: ＪＲ我孫子駅・南口 午前８時５０分
②スタート: ９時
③コース: 手賀沼公園→北柏ふるさと公園→道の駅し
ょうなん→手賀大橋→手賀沼公園→我孫子
駅〜取手駅
④解散: 午後１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
------------------------------------------☆ ４月１７日( 土)
東海・ひたちなか健歩の会
（茨城県マスターウオーカー賞）
「笠松運動公園をめぐる」ウオーク
①集合 JR 東海駅東口 午前 11 時 30 分
②スタート 11 時 50 分
③コース 団体歩行＜１１キロ＞
東海東口〜笠松運動公園〜

ＩＷＡニュース 2010・4 月号 ＜第 20 号＞ 平成 22 年 4 月 1 日 ／ 茨城県ウオーキング協会
-3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

園内ヘルスロード〜東海駅西口ゴール
④解散 午後 2 時 30 分頃
⑤参加費 一般￥300 会員無料
⑥問い合わせ 三好 TEL/FAX 029-262-2428
-------------------------------------------☆４月１８日（日） 筑西ｳ ｫｰ ｷ ﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ連合会
（ウオーク日本１８００大会・
筑西市）
[梨の花祭典めぐり] ＜往路７．５ｋｍ〜復路５ｋｍ＞
梨の花畑を巡り花合せ体験戴いて祭典会場へご案内
①集合: 常総線黒子駅 午前９時
②スタート: ９時１５分（受付、挨拶、体操実施後）
③コース:〜千妙寺〜里山丸山〜ﾍﾙｽﾛｰﾄﾞ〜体験〜
④解散: 祭典会場へ入場後解散、帰路は自由
⑤参加費: 1800 大会参加押印希望者３００ 円
⑥問い合せ: 鳥生 ＴＥＬ・ＦＡＸ０２９６―２０―３３８６
--------------------------------------−------

☆ ４月２４日（土） 常陸太田ウオーキングクラブ
（歩きたくなるみち 500 選 08-06）
[常陸太田の自然と史跡を巡るみち]
＜１０ｋｍ＞
①集合: 常陸太田市役所 午前９時４０分
②スタート: １０時３０分
③コース: 市役所→西山公園→西山荘→桃源→正宗
寺→馬場八幡宮→市役所
④解散: 午後２時３０分頃
⑤参加費: 他協会員３００円、一般５００円
⑥問い合せ: 武藤 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0294-78-0402
--------------------------------------−-----☆ ４月２５日（日）
利根町歩く会
[神田川ウオーク・後半]
＜１３ｋｍ＞
①集合: ＪＲ中央線東中野駅東口 午前９時２０分
②スタート: 時 分
③コース: ＪＲ東中野駅→江戸川橋→飯田橋→御茶の
水→柳橋
④解散: ＪＲ中央線・東京メトロ／浅草橋駅 午後３時頃
⑤参加費: 会員無料、他協会員 300 円、一般 500 円
⑥問い合せ: 大風 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-9321
---------------------------------------------☆ ５月２日（日）
利根町歩く会
（ いばらき元気ウオークの日）
[町内ウオーク・里山コース]
＜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→町内里山→公民館
④解散: 午前１１時頃
⑤参加費: 無料
⑥問い合せ: ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-5051
----------------------------------------------

☆ ５月８日（土） 高萩ウオーキングクラブ
［筑西市街(下館)史跡巡りウオーク］ ＜10ｋｍ＞
①集合: ＪＲ下館駅 午前 9 時 40 分
②スタート: 午前 10 時
③コース: 下館駅→妙西寺→下館城址→五行川
→板谷波山生家→羽黒神社→下館駅
④解散: 午後 2 時 30 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
---------------------------------------------☆ ５月１６日（日） 東海･ひたちなか健歩の会
[ひたち海浜公園をめぐる]ウオーク
①集合 ＪＲ勝田駅東口 午前９時３０分
②スタート １０時００分
③コース 団体歩行 ＜１１キロ＞
＊勝田駅東口〜ひたち海浜公園西口＜７キロ＞
＊海浜公園入園〜「ウオーキング教室」を実施。
昼食後園内ウオーク＜４キロ＞
④解散 午後 2 時 30 分頃(園内解散)
⑤参加費 一般 580 円(団体入園料 280 円含む)
会員 280 円
⑥問い合せ 三好 ＴＥＬ/ＦＡＸ029-262-2428
-----------------------------------------☆ ５月１６日（日）

牛久市、シャトーカミヤ、
／牛久ウォーキングクラブ
「牛久健康ウオーク２０１０」
[〜里山の自然・歴史と水辺を歩こう〜]
＜２１ｋｍ・１１ｋｍ＞
（ウオーク日本１８００大会・牛久市）
（IVV、いばらきﾍﾙｽﾛｰﾄﾞ、茨城県ﾏｽﾀｰｳｵｰｶｰ）
主催： 牛久市・シャトーカミヤ
後援： 牛久市教育委員会・牛久市観光協会
主管： 牛久ウオーキングクラブ
会場： シャトーカミヤ
駐車場 シャトーカミヤ前駐車場（有料）・
牛久市役所駐車場（無料）
受付： ８時３０分〜９時
セレモニー： ９時
スタート： ９時３０分〜
コース： ① 21km（自由歩行）
自然観察の森・遠山谷津田散策コース
② 11km（団体歩行）
牛久沼散策コース
ゴール： １６時まで、抽選会あり
参加費： 大人３００円・中学生以下無料
昼食・飲み物：各自持参、豚汁サービスあり
申込期間： ４月１５日（木）〜５月７日（金）
申込・問合： 牛久市健康管理課 029-873-2111（代）
------------------------------------------------------
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☆ ５月２０日（木） 高萩ウオーキングクラブ
［陸前浜街道ウオーク］ ＜Ａ：8ｋｍ，Ｂ：13ｋｍ＞
①集合: ＪＲ湯本駅 午前 9 時４５分
②スタート: 午前 10 時
③コース: 湯本駅→ときわ台公園→白水阿弥陀堂
→［Ａ：内郷駅］［Ｂ：いわき駅］
④解散: Ａ：午後２時頃 B：午後３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
---------------------------------------------

※※※※【４月以降の行事】
※※※※
４月３日（土） お花見Ｗ・神田川周辺
取手歩
４月４日（日） 交通安全アピールウオーク
水戸歩
４月４日（日） 町内元気Ｗ・七福神ｺｰｽ
利根歩
４月８日（木） お花見Ｗ
常陸太田Ｗ
４月８日（木） 笠間北山へ桜名所をはしごして 水戸歩
４月１０日（土） 高萩さくらまつりウオーク
高萩Ｗ
４月１０日（土） 日立さくら祭ウオーク
東･ひ健歩会
４月１４日（水） 十王から高萩へ茨城衛生通信 水戸歩
４月１７日（土） 総会Ｗ・手賀沼コース
取手歩
４月１７日（土） 笠松運動公園をめぐる 東･ひ健歩会
４月１８日（日） 梨の花祭典めぐり
筑西Ｗ連合会
４月２４日（ 土） ＩＷＡ役員会
（藤代歩担当）
４月２４日（土） 常陸太田の自然と史跡 常陸太田Ｗ
４月２５日（日） 神田川ウオーク（後半）
利根歩
５月２日（日） 町内元気Ｗ・里山ｺｰｽ
利根歩
５月８日（土） 常陸風土記の丘Ｗ
取手歩
５月８日（土） 筑西市街（下館）史跡めぐり
高萩Ｗ
５月１６日（日） 足利ｳｵｰｸ（バス利用）
利根歩
５月１６日（日） ふたち海浜公園を巡る 東･ひ健歩会
５月１６日（日） 牛久健康ウオーク２０１０
牛久Ｗ
５月２２日（土） 鎌倉歴史探訪Ｗ
取手歩
６月５日（土） 蔵の町・栃木Ｗ
取手歩
６月６日（日） 歩測大会＆つくば国際Ｗ大会 ＩＷＡ
６月１７日（木）
〜20 日（日）
「完全復元伊能図全国巡回フロア展 ｉ
ｎ 水戸」
６月１９日（土） 堀切菖蒲園、東京ｽｶｲﾂﾘｰＷ 取手歩
６月２０日（日） ﾕﾆｾﾌ・ﾗﾌﾞｳｵｰｸ ビール工場 利根歩
--------------------------------------------

＝ＮＥＷＳ＝
１． ウオーキング指導員認定講習会 2010 茨城県
が 3 月 14 日（日）開催され、受講者 26 名、聴講２
名の参加がありました。
実習認定大会は３月２７日に「古河まくらがの里・
花桃ウオーク」で開催されました。
正しく楽しいウオーキングの普及に力を発揮
いただけますよう念願いたします。
２．「ウオーキングの楽しみ」
常陽新聞連載／川上 清
36- 晴天の新春を発歩き
（2/28）
37- 暑さ寒さにも負けず
（3/7）
38- 「水戸初詣ウオーク」
（3/21）
39- 「高萩で新年ウオーク」
（3/28）

ＩＷＡニュース 2010・4 月号 ＜第 20 号＞ 平成 22 年 4 月 1 日 ／ 茨城県ウオーキング協会
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−連載 地図のお話− 第１０回

「完全復元伊能図全国巡回フロア展 i n 水戸」
を成功させよう！

※６月１7 日（水）午前に準備 午後開会式
内覧会予定
○ 会

場

水戸市青柳公園市民体育館
「伊能忠敬関連資料 2345 点国宝に答申」というニュ
ース・新聞報道が 3 月 18 日飛び込んできました。ここ
2,3 年このような動きがあったのは承知していました
が、突然の発表でびっくりするとともに、改めて、伊能
忠敬の偉業に驚嘆しました。
2010 年は、伊能測量開始 210 年にあたります。千
葉県佐原（香取市）の商人・伊能忠敬は、49 歳で隠
居後、50 歳のとき江戸に出て天文・暦学を修め、55
歳の 1800 年から 72 歳の 1817 年まで 17 年かけて日
本全国を実測し、正確で美しい日本地図を遺しまし
た。
その歩いた距離は地球 1 周分にもあたり、歩測を中
心に正確な距離を測り正確な地図を作成しました。こ
のことから歩きの大先輩として、JWA でも 10 年前の
「伊能ウオーク」をきっかけに、事ある毎に伊能○○と
言う行事がでて来るようになりました。
イチハチマルマル

本年も、全国各地で「ウオーク日本 1 8 0 0 」や伊
能忠敬ゆかりのウオークが計画されておりますが、私
たち(堀野は主催する伊能図展中央実行委員会の
事務局長です)は、その催しと並行して、伊能大図、
中図、小図の原寸大複製を制作し、一堂に展示する
「完全復元伊能図全国巡回フロア展」を水戸市青柳
公園市民立体育館において開催することを企画しま
した。
先覚者・伊能忠敬制作の伊能図を観賞していただ
くことにより、国家百年の計を実践した忠敬の業績を、
子どもから大人まで、かつ北から南まで県下各地か
ら集まった方々に実感していただき、明日を担う子ど
もたちには伊能忠敬が自分の足で、身体で作り上げ
た美しい日本の２１０年前の姿を、大人たちには５５
歳からの第２の人生をたくましく生き抜いた忠敬の努
力と元気を貰っていただき、混迷を極める現代をみ
んなで乗り切りたいと念願しています。
会場には、一枚が１ｍ×２ｍ、２５５枚を体育館いっ
ぱいに広げられ、２１０年前の日本列島の姿の上を
靴下で歩くことができ、1 周 300ｍの江戸時代後期の
日本の姿を体感頂くことが出来ます。
茨城県ウオーキング協会では、理事会において機
関決定され、このフロア展を成功に導くため中心とな
って活動することが申し合わされました。会員各位に
は、物心両面からのご協力と、是非、ご家族おそろい
でご来場いただくよう改めてお願いいたします。
開催概要は以下の通りです。
○ 開催日時
2010 年 6 月 17 日(木)〜20 日(日)
午前 9 時〜午後 6 時（入場は午後 5 時 30 分まで）

〒310‑
0005 水戸市水府町 864‑
6 TEL：
029‑
225‑
6931
○ 主

催（依頼先含む）

完全復元伊能図全国巡回フロア展 in 水戸実行
委員会
伊能忠敬研究会 （社）日本ウオーキング協会
社団法人日本測量協会
社団法人全国測量設計業協会連合会 日本
土地家屋調査士会連合会
財団法人日本地図センター 財団法人日本測
量調査技術協会
日本私立大学協会
○ 共

催(依頼先含む)

茨城新聞社 茨城土地家屋調査士会
(社)茨城県測量設計業協会
茨城県ウオーキング協会 ほか
○ 後援（依頼先含む）
国土交通省 厚生労働省 農林水産省 環境
省 文部科学省 茨城県
茨城県教育委員会 水戸市 水戸市教育委員
会 ほか

（深川会場の様子）
（堀野正勝 記）

