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第４回つくば国際ｳｵｰｷﾝｸﾞ大会・
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賞、
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（日本ウオーキング協会、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、
測量の日実行委員会

協賛、後援： 諸団体・企業各位（チラシに掲載）

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 つくば駅 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
＊当日申込／大人 800 円（つくば市民 500 円）
18 歳以下 500 円（ 〃 300 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】
※※※※
---------------------------------------------☆ 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: 田仲 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-5051
---------------------------------------------☆ ５月８日(土)
古河悠歩の会
[矢板の歴史とツツジ探訪ウォーク]＜ １２㎞ ＞
①集合 ＪＲ東北線矢板駅改札前 ９時４０分
②スタート １０時
③コース 矢板駅→木幡神社→川崎城公園(昼食予定)
→塩釜神社→矢板武記念館（希望者のみ…入館料
100 円）→長峰公園→矢板駅
④解散 １５時頃
⑤参加費 他協会 200 円、一般 300 円
⑥問い合せ 渡辺 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0280-32-0172
---------------------------------------------☆ ５月８日（土）
取手市歩こう会
[ 常陸風土記の丘ウオーク ]
＜１４ｋｍ＞
①集合: ＪＲ石岡駅 午前９時３５分
②スタート: ９時５０分
③コース: 石岡駅→金毘羅神社→常陸国総社宮→
陣屋門→常陸風土記の丘→柏原池公園→
常陸国分寺跡→石岡駅
④解散: 午後３時３０分頃
⑤参加費: 会員無料、他協会員 300 円、一般 400 円
⑥問い合せ: 二ノ倉 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-73-6401
--------------------------------------−-----☆ 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９日（日）
水戸歩く会
（
主管：
茨城県ウオーキング協会）
[ピンクリボンフィステバル in つくば２０１０]
＜１０ｋｍ・５ｋｍ＞

①集合: 午前９時・国際会議場エポカル
②スタート: １０ｋｍ９時３０分、 ５ｋｍ１０時
③コース: ・洞峰公園コース／松見公園コース
④解散: 午前中終了予定
⑤参加費: １０００円・同じ T シャツで歩きます。
⑥問い合せ: 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ０２９−２５１−３２４６
---------------------------------------------☆ ５月１２日（水）
水戸歩く会
（ウオーク日本１８００大会・
坂東市、常総市）
[坂東市から常総市へヘルスロードウオーク]＜１２ｋｍ＞
①集合: 午前９時 坂東市菅生沼の天神橋９時
②スタート: ９時１５分
③コース： 飯沼反町閘門橋・蓮花寺・天神橋（午前中
のゴール予定・昼食）
午後の集合は常総市きぬ運動公園体育館への入
り口（野球場でなく）１時１５分スタート・一言主神社
経由あすなろの里・常総市からの参加者は、一言
主神社で、折り返しきぬ運動公園にもどる。
④解散: 午後３時ころ
⑤参加費: ３００円
⑥問い合せ: 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ０２９−２５１−３２４６
---------------------------------------------☆ 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
------------------------------------------
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☆ 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）
------------------------------------------------------

☆

５月１９日（水） 水戸歩く会
オプションコース
[新緑の袋田ウオーク]
＜１０ｋｍ＞
①集合: 午前８時５０分 水郡線袋田駅
②スタート: ９時
③コース: 月居山経由で新緑を楽しむ。
④解散: 午後２時頃
⑤参加費: ３００円
⑥問い合せ: 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ０２９−２５１−３２４６
------------------------------------------------------

☆ 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
--------------------------------------------☆ ５月２２日（土）
取手市歩こう会
[ 鎌倉歴史探訪ウオーク ]
＜１０ｋｍ＞
①集合: ＪＲ鎌倉駅 午前１０時１０分
②スタート: １０時３０分
③コース: 鎌倉駅→鶴岡八幡宮→本覚寺→常栄寺→

長勝寺→材木座海岸→鎌倉海岸公園→長
谷寺→鎌倉駅
④解散: 午後３時頃
⑤参加費: 会員無料、他協会員 300 円、一般 400 円
⑥問い合せ: 二ノ倉 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-73-6401
------------------------------------------- ☆
５月２３日（日）
藤代歩々えみ会
（主催：
取手市）
（ウオーク日本１８００大会・取手市）
（茨城県マスターウオーカー賞）
[取手ふれあいウオーキング]
＜８．５ｋｍ、４ｋｍ＞
①集合: 藤代ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ芝生広場 午前８時３０分
ＪＲ藤代駅北口から歩３０分、駐車場あり
②スタート: 時 分
③コース: 取手市ヘルスロード小貝川コース
④解散: 午後 時 分頃
⑤参加費: 会員無料、5/10 までに下記宛て FAX 申込
⑥問い合せ: 伊藤 ＴＥＬ・ＦＡＸ 029-836-8117
---------------------------------------------☆ ６月６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・ヘルスロードコース]
＜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→ヘルスロード→公民館
④解散: 午前１１時頃
⑤参加費: 無料
⑥問い合せ: 田仲 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-5051
------------------------------------------☆ ６月１３日（日）
水戸歩く会
（ウオーク日本１８００大会・潮来市、鹿嶋市）
潮来・
鹿嶋５００選大会
[水郷潮来と鹿島神宮を巡るウオーク]
＜１１ｋｍ＞
①集合: 午前１０時 鹿島線潮来駅
②スタート:１０時１０分 潮来あやめを楽しむ。５㌔
ゴール後潮来発１２時２２分で鹿島神宮駅へ。
鹿島神宮参拝他 ６㌔
④解散: 午後３時頃
⑤参加費: ５００円
⑥問い合せ: 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ０２９−２５１−３２４６
----------------------------------------------
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☆ ６月２０日(日)
古河悠歩の会
[権現堂、関宿城、道の駅さかい３県ウォーク]
＜ １４㎞ ＞
①集合 東武日光線南栗橋駅改札前 ９時
②スタート ９時２０分
③コース 南栗橋駅→権現堂→道の駅ごか→関宿閘
門→関宿城博物館→道の駅さかい→境町バス停
※境町バス停から古河駅に戻る（600 円）
④解散 １５時頃
⑤参加費 他協会 200 円、一般 300 円
⑥問い合せ 渡辺 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0280-32-0172
-------------------------------------------☆ ６月２０日（日）
利根町歩く会
（
ウオーク日本１８００大会・
守谷市）
[ユニセフラブ・ウオークｉｎ守谷ビール工場]
＜１３ｋｍ、７ｋｍ＞
①集合: 関鉄/常総線・新守谷駅 午前９時
②スタート: ９時３０分（立沢公園）
③コース: 立沢公園→四季の里公園→アサヒビール工
場見学（７ｋｍ組解散・シャトルバスで守谷
駅）→守谷市役所→南守谷駅
④解散: ７ｋｍ午後１時頃、１３ｋｍ午後３時１５分頃
⑤参加費: 会員無料、他協会員３００円、一般５００円
⑥問い合せ: 岩波 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-64-4140
※ユニセフラブ・ウオークの募金協力があります。
--------------------------------------−-----☆
６月２３日（水） 水戸歩く会 １８００大会
[ひたちなか市新ヘルスロードウオーク]
＜ ＞
№16８しおさいくじら大ちゃんコース 2 ㌔ №16９名平洞
（なへど）野鳥観察コース 1.4 ㌔ ２つのコースをつなぐ
コースです。時刻等詳細は次号でお知らせいたしま
す。

※※※※【５月以降の行事】
※※※※
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８日（土） 矢板の歴史とツツジ探訪Ｗ
古河歩
５月９日（日） ピンクリボンフィステバル 水戸歩／ＩＷＡ
５月１６日（日） 足利ｳｵｰｸ（バス利用）
利根歩
５月１６日（日） ひ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 20 日（木） 陸前浜街道ウオーク
高萩Ｗ
５月２２日（土） 鎌倉歴史探訪Ｗ
取手歩
５月 30 日（日） 茨城県Ｗ協会 総会 （
水戸歩担当）
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 Ｉ
ＷＡ
６月６日（日） 町内元気Ｗ・ヘルスロード
利根歩
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（金） 花貫渓谷クリーンウオーク
高萩Ｗ
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
6 月 20 日（日） 権現堂、関宿宿、道の・・・
古河歩
7 月 3 日（土） ビール工場見学ウオーク
取手歩
7 月 15 日（木） 太平洋はだしウオーク
高萩Ｗ
7 月 24 日（土） 新宿御苑、神宮外苑Ｗ
取手歩
7 月 25 日（日） 東京ウオーク
高萩Ｗ
--------------------------------------------

＝ＮＥＷＳ＝
１． 第 15回東京国際スリーデーマーチにＩＷＡから 1１
名のスタッフが働いています。ＩＷＡのユニフォーム
を着用して参加者の皆さんをサポートしています。
２．「ウオーキングの楽しみ」
常陽新聞連載／川上 清
40- 雨もまた自然
（4/4）
41- 雨でも歩いて成果のあった大会例会 （4/11）
42- 雨でも歩いて成果のあった大会例会 （4/18）
43- 雨でも歩いて成果のあった大会例会 （4/25）

３．高萩市と飯能市が友好都市の締結を結んでいま
す。第 8 回飯能新緑ツーデーマーチに高萩市
主催で参加されます。
４．茨城県知事から後援の承認をうける。
平成 22 年 4 月 20 日付けで、茨城県内４４市町
村を歩く「健やか 爽やか ウオーク日本１８００
歩いてニッポンを元気に」事業に後援をうけまし
た。 期間は平成２３年３月２３日（水）までです。

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
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−連載 地図のお話− 第１１回

「伊能図」
とは
前回、「完全復元伊能図全国巡回フロア展 in 水戸」
の開催(6 月 17 日〜20 日、水戸市青柳公園総合体育
館)について、ご案内しましたが、伊能図そのものに
ついては先刻承知という感じで、全くご紹介しません
でしたので、ここでは、伊能図の概要についてご紹
介しましょう。
伊能図の正式名称は、「大日本沿海與地全図」と
いいます。伊能測量隊が 1800 年から 17 年間をかけ
て、主に海岸線を網羅的に測量し、日本の沿岸を正
確に描いたことからその名がついています。
伊能図は、大図(縮尺 3 万 6 千分の 1)214 図幅、中
図(縮尺 21 万 6 千分の 1、大図の６分の１の大きさ)8
図幅及び小図(縮尺 43 万２千分の１、中図の２分の１
の大きさ)３図幅から成り、実際に測量した線(測線、
地図上の朱色の線)とそれに沿って村、町などの地
名が記されています。
大図では、村などの地名には集落の家並が描かれ、
目立つ建物例えば寺院や神社、城郭などが独立し
て描かれています。これらは、現代の地図に比べると
きわめて絵画的です。城郭には、城主の名前が記載
されています。
村などの地名には領主である大名や旗本の姓名が
記されています。記号も使用されており、宿駅には朱
の○印が地名の頭に付けられ、天文測量(夜間星な
どを観測し、正確な経緯度を図った)を行ったところ
には、朱の☆印が付けられています。また、港・神社
も舟形や鳥居の形に記号化されています。
中図、小図は、大図をベースに編集・描画されたも
ので、経緯線が記入されていて、経度の基準は京都
に取られています。村境、郡境、国境も記号化され、
郡名、国名が記載されています。また、著名な山を
見通した方位線が多数描かれています。富士山など
の山をめぐって多数の方向から見とおしたことが分か
ります。
山は、鳥瞰的に描かれており、緑色に彩色されて
います。河川・湖沼や海は青く塗られており、砂浜と
岩石海岸ではその表現に違いがあります。砂浜は黄
色く、海食崖はそれらしく描かれています。
街道の並木や海岸の松並木なども描かれ、200 年
前の景観が表現されています。
是非、この機会に 200 年前の国土の姿を楽しんでみ
ては如何でしょうか。
（堀野正勝 記）

※※※※※※※※※※※※※※

ＩＷＡニュース 2010・5 月号 ＜第 21 号＞ 平成 22 年 5 月 1 日 ／ 茨城県ウオーキング協会
-6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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！
伊能忠敬が自分の足で、身体で、１７年かけて正確
で美しい日本地図を完成させました。この美しい日本の
２１０年前の姿を体感してみよう。 一枚が１ｍ×２ｍ、
２５５枚を体育館いっぱいに広げられ 1 周 300ｍの江戸
時代後期の日本の姿を靴下で歩いて体感出来ます。
大人から子どもまで、伊能図を歩いてみよう
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）
会場： 水戸市青柳公園市民体育館
〒310‑
0005 水戸市水府町 864‑
6
029‑
225‑
6931

TEL：

入場料： 大人 ５００円／小・中学生 １００円
主催： 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

（依頼先含む）

共催： 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(依頼先含む)

後援： 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
（依頼先含む）

参加のお願い： 応援ウオークや、お友達と誘い合わせ
てご参加下さい。
募金のお願い： 多くの皆様はじめ、明日を担う青少年
にはぜひ観ていただきたいと念願していま
すが、完全復元伊能図フロア展開催には
費用がかかります。
ここで本事業の実現のために皆様に募
金のお願いです。 個人一口３，０００円、
団体・法人・企業等一口２０，０００円でお願
いしていますが、ＩＷＡ会員の皆様には上
記の金額にこだわらずにお願いしたいと思
います。 各加盟団体で取りまとめのうえ、
窓口の会計幹事に納入していただければ
幸です。

