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ウオーキングが楽しい季節になりま
した。
各地の大会も盛りだくさんで、どこに
出かけようか迷いそうです。
1 8 0 0 大会、5 0 0 選、ヘルスロー
ドで元気に茨城を歩きましょう！
☆ １０月３日（日） 茨城県ｳｵｰｷﾝｸﾞ協会／主管
主催： ＪＷＡ、読売新聞社
[ みずウオーク２０１０取手大会 ]
＜10ｋｍ、20ｋｍ＞
①集合: 取手緑地運動公園 午前 8 時 30 分〜9:20
出発式 ９時２０分
②スタート: ９時４０分
③コース: （１０ｋｍ）取手緑地運動公園→利根川→
福永寺→取手緑地運動公園
（２０ｋｍ）取手緑地運動公園→利根川→
小貝川→利根町公民館→利根川→福永寺
→取手緑地運動公園
④ゴール: 午後０時〜午後 3 時
⑤参加費:
事前申込
高校生以上５００円、小中学生３００円
郵便振替（口座 00130-1-605780
読売新聞東京本社）
通信欄に「みずウオーク 2010 取手大会」
と明記。参加者全員の氏名と年齢も記入
※ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄもご覧下さい。
当日申込
高校生以上７００円、小中学生５００円
当日申込は開催当日に会場で支払う
⑥問い合せ:
読売新聞東京本社 「みずウオーク取手大会係」
ＴＥＬ・03-5159-5895 ＦＡＸ 03-5159-5878

☆10月 3日（日）
水戸歩く会
［いばらき 元気ウオークの日内原ウオーク］
＜10 ㌔＞
①集合：午前 8 時 30 分 常磐線内原駅
②ｽﾀｰﾄ：午前 8 時 45 分
③コース；地蔵院→郷土史義勇軍資料館→義勇軍
訓練所跡→日本農業実践学園→赤尾関農村聚

落センター→イオンモール水戸内原（ゴール）
④解散：12 時予定
⑤参加費：300 円
⑥問い合わせ 川上 029-251-3246

☆ １０月３日（日）
水戸ウオーキングクラブ
（ウオーク日本１８００・水戸市）
（ いばらき元気ウオークの日）
[ 河和田八景と 佐川文庫ウオーク ] ＜１４ｋｍ＞
①集合: ＪＲ常磐線赤塚駅 午前９時
②スタート: ９時２０分 （団体歩行）
③コース: 吉田神社→河和田町中道→報徳→佐川文
庫→弁天池公園→ツインフィールド→河和田
小学校→天徳寺→鹿島神社→赤塚駅
④解散: 赤塚駅 午後３時頃
⑤参加費: ３００円、
⑥問い合せ: 菅原 ＴＥＬ・ＦＡＸ 050-3321-1881

☆ １０月３日（日)
古河悠歩の会
[ 町田の自然ふれあい歩道散策 ]
＜１０㎞＞
①集合： ＪＲ横浜線・町田駅改札前 午前９時３０分
②スタート： 芹が谷公園に移動して出発式
③コース： 町田駅→芹ヶ谷公園→国際版画美術館→
原町田市民の森→熊野神社→恩田川高瀬橋
親水広場→恩田川の鳥→三蔵寺橋→かしの
木 山自然 公園 →坂下 橋 →高 ヶ坂広 場 →
浄運寺→町田駅
④解散 午後３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

☆ １０月５日（火） 常陸太田ウオーキングクラブ
[ 水府ウオーク ]
＜１０ｋｍ＞
①集合: 水府支所 午前９時３０分
②スタート: １０時
③コース: 水府支所→山入城跡→ＪＡ生産直売所→
密蔵院→水府支所
④解散: 午後２時３０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: 武藤 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0294-78-0402
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☆ １０月８日（金） 水戸歩く会
[５００選福島市と 五色沼のウオーク ] ＜１０ｋｍ＞
①集合: 午前５時５０分 赤塚駅
②スタート: ６時 常磐道・磐越・東北道→福島花見山
公園(№２)→吾妻スカイライン→五色沼（№
１）五色荘で入浴後赤塚駅へ
④解散: １９：２０分
⑤参加費: 会員 3500 円 会員外 4000 円
⑥問い合せ: ＴＥＬ・ＦＡＸ０２９−２５１−３２４６川上まで
申込み 奈良０２９−２４４−２０５０

＜ＩＷＡ-１３＞
☆ １０月１０日（日） 茨城県ウオーキング協会
（ウオーク日本１８００・牛久市） （ＪＶＡ）
（いばらきヘルスロード）
[ 牛久市イヤーラウンド開設記念ウオーク大会・
小川芋銭を訪ねるみち ] <Ａ=１２ｋｍ、Ｂ=８ｋｍ>
①集合: ＪＲ牛久駅東口広場／ 午前９時３０分
②スタート: １０時
③コース: （団体歩行）
牛久駅東口→正源寺→明治天皇牛久行在所→
得月院→雲魚亭→アヤメ園（昼食）→
（Ａコース）三日月橋→牛久駅→サワムラヤ靴店（Ｇ）
（Ｂコース） 牛久小→牛久駅→サワムラヤ靴店（Ｇ）
※ ゴールではステキな景品が当たる抽選会があ
ります。
④解散: Ａ＝午後３時頃 （Ｂ＝２時頃）
⑤参加費: ３００円(当日徴収)、 小中学生は無料
参加申込＝ハガキで参加者全員の
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
コース名
を記入し９/30 までに申し込んでください。
⑥申込先: 〒300-1237 牛久市田宮 ２−２４−２０
イヤーラウンド開設記念ウオーク 大会係
山元一郎 ＦＡＸ・ＴＥＬ 090-4916-7629
※ 後援： 茨城県、牛久市

☆１０月１６日（土） 水戸歩く会 参加
[IBARAKIウォークフェスティバル
関東ふれあいの道「阿見町」
大会] ＜１２ｋｍ＞
①集合: ９時 開会式 ９時３０分 阿見町廻戸地区近
隣公園（予科練平和祈念館）
赤塚駅よりバス集合７時５０分
②スタート: １０時
③コース: 湖岸→島津右折→南平台入り口右折→茨
城大右折・東京医大→廻戸地区近隣公園
（ゴール）
④解散: 記念品を受けとり自由解散 3 時予定→赤塚へ
⑤参加費: 無料（バス会員２０００円、会員外２５００円）

⑥問い合せ： 川上 ＴＥＬ・ＦＡＸ 029-251-3246
○雨天中止 決定は午前５時５９分と６時２９分のラジオ
茨城で放送される。

☆ １０月１６日（土） 取手市歩こう会
[ 金沢緑地・
八景島ウオーク ]
＜１１ｋｍ＞
①集合: ＪＲ京浜東北線・根岸線 新杉田駅
午前１０時
②スタート: １０時１０分 （団体歩行）
③コース: 新杉田駅→新杉田公園→金沢緑地→小柴
橋→八景島→海の公園南口→州崎公園→
京急電鉄本社・金沢八景駅
④解散: 午後３時３０分頃
⑤参加費: 他協会員３００円、一般４００円
⑥問い合せ: 二ノ倉 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-73-6401

☆ 10月 16日（土）協力／水戸ウオーキングクラブ
（ウオーク日本１８００・水戸市、那珂市、常陸太田市）
[ 第６回黄門さま漫遊ウオーク ]
＜１３ｋｍ、２６ｋｍ＞
①集合: 水戸市三の丸庁舎広場 午前７時３０分
②スタート: ８時 （団体歩行）
③コース: 三の丸庁舎→柳河市民センター→東木の
倉→五台小学校→福田駒潜→一関公園
（１３ｋｍゴール）→那珂自動車学校前→額田
小学校→幸久橋→磯部集会所山吹運動公園
→西山の里桃源（ゴール）
④解散: 一関公園 午後０時（１３ｋｍ）
／桃源午後５時（２６ｋｍ）
⑤参加費: 一般５００円
⑥問い合せ: 菅原 ＴＥＬ・ＦＡＸ 050-3321-1881

☆ 10月 22日（金） 水戸ウオーキングクラブ
[ 戦場ヶ原ウオーク ]
＜１３ｋｍ＞
クラブ会員限定行事、バス利用

☆ １０月２４日（日） 常陸太田ウオーキングクラブ
[ 水郡線ウオーク・ パート ２ ]
＜１３ｋｍ＞
①集合: 常陸大宮市役所 午前９時３０分
②スタート: 下小川駅 １０時３０分
③コース: 下小川駅→西金駅→上小川駅→袋田駅
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５００円
⑥問い合せ: 武藤 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0294-78-0402
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☆１０月２４日（日）

筑西ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ連合会

[ｲﾔ ｰ ﾗｳ ﾝﾄﾞｺｰ ｽ 大会―鮭の遡上ｳ ｫｰ ｸ]
＜１０〜２０ｋｍ＞
①集合: 筑西市役所 午前 ９ 時００ 分
②スタート: ９ 時 ３０ 分
③コース: 鮭の遡上コース、市街地、小貝川コース
抽選会あり
④解散: 午後 ２ 時 ００ 分頃
⑤参加費: 協会員・ 一般 ３００円
⑥問い合せ: 鳥生厚夫 ＴＥＬ・ＦＡＸ0996-20-3386
080-1090-5748

☆11月 10日（水）

［つくばりんりんロード土浦藤沢間往復ウオーク ］
ヘルスロード №87 125 ＜15㌔＞
①集合；りんりんロード土浦スタート地 9 時
②スタート：9 時 15 分
③コース：虫掛→藤沢（折り返し）→虫掛（昼食）
→土浦駅（ゴール）
④解散：13 時
⑤参加費 300 円
⑥問い合わせ：川上 029-251-3246

☆11月 11日（木）
☆10月 27日（水）

水戸歩く会

［ｳｵ ｰ ｸ日本１８００大会 大子町西金ウオーク ］
＜１２ｋｍ＞
①集合：水郡線西金駅 8 時 45 分
②ｽﾀｰﾄ：9 時
③コース：湯沢温泉→大関橋→本覚寺→不動滝→
つつじヶ丘→西金駅
④解散：13 時 30 分
⑤参加費 300 円
⑥問い合わせ：川上 029-251-3246

☆ １１月７日（日） 水戸ウオーキングクラブ
[ 里美七滝ウオーク ]
＜１３ｋｍ＞
クラブ会員及び協力クラブ会員限定行事、バス利用

☆ １１月７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: 出発式終了後
③コース: 利根町公民館→里山→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

水戸歩く会

水戸歩く会

［有賀神社磯出ウオーク］ ＜最長 全３７㌔＞
大洗町髭釜神社に午前 10 時までに到着が要件で
あるため、出発後に一部乗り物を使用します。
①集合：有賀神社午前 3 時 50 分 赤塚駅午前
4 時 30 分 水戸駅 6 時 20 分
②スタート：4 時 赤塚駅 4 時 40 分 末広町
5 時 20 分 水戸駅 6 時 40 分 本町 7 時 30 分
大洗町髭釜神社到着 9 時 40 分
④解散：赤塚駅 17 時
⑤参加費；500 円（有賀神社お札を差し上げます）
⑥問い合わせ：川上 029-251-3246

☆ １１月１２日（金）

高萩ウオーキングクラブ

［紅葉の花貫渓谷クリ ーンウオーク］ ＜10ｋｍ＞
①集合: 花貫ふるさと自然公園 午前 9 時 30 分
（JR 高萩駅から約８ｋｍ）
②スタート: 午前 10 時
③コース: 花貫ふるさと自然公園→名馬里ｹ淵→
汐見滝吊り橋→小滝沢キャンプ場→
花貫物産センター （往復）
④解散: 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
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＜ＩＷＡ-１４＞ 取手市制施行４０周年記念
☆ １１月１３日（土） 茨城県ウオーキング協会
主管 取手市歩こう会
（ウオーク日本１８００・取手市）
（茨城県マスターウオーカー賞認定大会）
（日本市民スポーツ連盟認定大会）
[ 美しい取手の自然と歴史を再発見するみちを
楽しんで歩こう ]
＜７ｋｍ、１４ｋｍ＞
①集合: 取手緑地運動公園 午前８時３０分
②開会式 ９時
③コース: 「ゆっくりコース」＝７ｋｍ （団体歩行）
緑地運動公園→惣代八幡神社→白山神社→
龍禅寺→グリーンスポーツセンター→関東鉄道
「稲戸井駅」（ゴール）
「エンジョイコース」＝１４ｋｍ （団体歩行）
「稲戸井駅」から→高源寺→高井城址公園→
さくら荘→岡堰→福祉交流センター（ゴール）
（市役所隣接・最寄駅は関鉄寺原駅）
④解散: 午後 時 分頃
⑤参加費: 取手市民・ＪＷＡ加盟団体会員３００円、
中学生以下無料
参加申込＝参加者全員の
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
希望コース
を記入し申し込んでください。
⑥申込先: 二ノ倉 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-73-6401
※ 後援： 茨城県、取手市

☆ １１月１３日（土)
古河悠歩の会
[久喜寺社めぐり ]
＜１３㎞＞
①集合 ＪＲ東北線・久喜駅改札前 ８時４５分
②スタート 久喜駅西口
③コース 久喜駅→愛宕神社→太田神社→遍照院→
中央公民館→天王院→御嶽神社→光明寺→甘棠院
→千勝神社→新川用水路→ふるさと農園久喜（昼食予
定）→ライスセンター→善徳寺→明倫館跡→武井家長
屋門→久喜総合文化会館駅→久喜駅
④解散 午後３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

☆11月 15日（月） 水戸歩く会 会員限定
［500 選福島ウオーク］ ＜15 ㌔＞
塩屋崎、二本松の 500 選コースを訪ねる
①集合：赤塚駅 6 時 50 分
②バススタート：7 時
③コース：塩屋崎→阿武隈 SA→二本松霞ヶ城
（昼食）→安達ヶ原ふるさと村→岳温泉あ

づま館（入浴）
④解散：赤塚駅 19 時 20 分
⑤参加費：会員 3500 円 会員外 4000 円
⑥問い合わせ：川上 029-251-3246
⑦申込み先：奈良 029-244-2025

☆ １１月２１日（日） 水戸ウオーキングクラブ
[ 水戸街道シリ ーズウオークその８・
日本橋ゴール ]
＜１６ｋｍ＞
①集合: 常磐線綾瀬駅 午前９時
②スタート: 綾瀬駅 ９ 時２０分
③コース: 綾瀬駅→水戸橋→北千住→南千住→言問
橋→馬喰町→日本橋
④解散: 日本橋道路原標 午後３時予定
⑤参加費: ３００円
⑥問い合せ: 菅原 ＴＥＬ・ＦＡＸ 050-3321-1881

＜ＩＷＡ-１５＞
☆ １１月２１日（日） 茨城県ウオーキング協会
（ウオーク日本１８００・桜川市）
（日本市民スポーツ連盟認定大会）
（ヘルスロード）
[ 岩瀬・大和間りんりんロードと里山ウオーク ]
＜１５ｋｍ＞
①集合: ＪＲ岩瀬駅前広場 午前９時３０分
②スタート: １０時 （団体歩行）
③コース: ＪＲ岩瀬駅→りんりんロード岩瀬休憩所→犬
田神社→雨引休憩所→桜川市役所→羽田神
社→薬王寺→ＪＲ大和駅
④解散: 午後３時頃
⑤参加費: 他協会員・一般３００円、小中学生無料
参加申込＝ハガキで参加者全員の
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
を記入し１１／７までに申し込んでください。
⑥申込先: 〒308-0007 筑西市折本 ３３５−４５
ウオーク日本１８００大会・桜川市 大会係
渡辺輝夫 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0296-24-0474※
⑦後援： 茨城県、桜川市

＜ＩＷＡ-１６＞
☆ １１月２３日（火）
祝日
古河悠歩の会
／ 茨城県ウオーキング協会
ご

か

[ ウオーク日本１８００・五霞町大会 ] ＜１０ｋｍ＞
①集合: 五霞町保健センター 午前９時
②スタート: １０時 （団体歩行）
③コース: 五霞町保健センター→道の駅五霞→中の

ＩＷＡニュース 2010・10 月号 ＜第 26 号＞ 平成 22 年 10 月 1 日 ／ 茨城県ウオーキング協会
-5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

島公園→江戸川土手→東昌寺→五霞町保健
センター（ゴール）
④解散: 午後２時頃
⑤参加費: 他協会員 200 円、一般 300 円、
小中学生無料
参加申込＝ハガキで参加者全員の
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
を記入し申し込んでください。
⑥申込先: 〒306-0013 古河市東本町 2-9-27
渡辺敏夫 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0280-32-0172
小林光雄 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0280-32-5493
⑦後援： 茨城県、五霞町

☆ １１月２３日（火）
祝日 高萩ウオーキングクラブ
（ウオーク日本１８００・北茨城市） （５００選）
［雨情・
天心を偲ぶみちを歩く］
＜Ａ＝10ｋｍ，Ｂ＝13ｋｍ＞
①集合: ＪＲ大津港 午前 9 時 30 分
②スタート: 午前 10 時
③コース: 大津港駅→天心記念五浦美術館→
五浦岬公園→大津漁港→よう・そろー→
（Ａコース）大津港駅
（Ｂコース）磯原海岸→雨情生家→磯原駅
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

☆１１月２３日（火） 東海･ひたちなか健歩の会
[中根八景を巡るみち]
＜１４ｋｍ＞
①集合: ひたちなか海浜鉄道湊線金上駅
午前９時３０分
②スタート: １０時００分
③コース: 湊線金上駅〜長者ヶ谷津の暮雪〜
宿の内の夕照〜柳町の帰帆〜大和田の落雁〜
虎塚古墳〜八重崎の秋月(十五郎穴)〜
中根駅ゴール
④解散: 午後１５時３０分頃
⑤参加費: 会員無料、一般￥３００円
⑥問い合せ: 三好 ＴＥＬ・ＦＡＸ029-262-2428

☆11月 24日（水） 水戸歩く会
［１８００茨城町ウオーク ］ ＜10㌔＞
①集合：涸沼自然公園駐車場 9 時
②スタート：9 時 15 分
③コース：広浦公園→親沢公園→涸沼自然公
園内→駐車場（ゴール）

④解散：14 時
⑤参加費：300 円
⑥問い合わせ：川上 029-251-3246

☆11月 26日（金）
水戸歩く会
水戸イヤーラウンドウオーク
［第 2回ミ ズノ地球一周 4万㌔ウオーク ］
＜８ｋｍ、 15ｋｍ＞
①集合；水戸駅北口 9 時
②スタート：9 時 15 分
③コース：コヤマスポーツ→歴史館→四季の原
→県庁→逆川緑地→千波大橋→コヤマスポー
ツ→水戸駅北口（ゴール）
④解散：14 時 30 分ごろ
⑤参加費：会員 200 円 会員外 400 円
⑥問い合わせ；川上 029-251-3246

☆ １１月２７日（土） 水戸ウオーキングクラブ
（ウオーク日本１８００・水戸市）
[ 水戸紅葉名所ウオーク ]
＜１３ｋｍ＞
①集合: 常磐線水戸駅南口 午前９時
②スタート: 水戸駅 ９時２０分
③コース: 水戸気象台→芸術館→歴史館→偕楽園→
紅葉谷→千波湖→逆川→水戸駅
④解散: 水戸駅 午後３時予定
⑤参加費: ３００円
⑥問い合せ: 菅原 ＴＥＬ・ＦＡＸ 050-3321-1881

☆ １１月２８日（日）
利根町歩く会
（ウオーク日本１８００・利根町）
（茨城県マスターウオーカー賞認定大会）
（日本市民スポーツ連盟認定大会）
（ヘルスロード）
[ 小林一茶・布川宿地蔵尊ウオーク ]（地蔵祭り行事）
＜ ７ｋｍ、１３ｋｍ＞
①集合: 布川徳満寺 午前９時
* ＪＲ成田線・布佐駅利用の時／歩１５分
我孫子（8:24）→布佐（8:39）
成田（7:58）→布佐（8：２３）
* 車利用の時＝利根町役場駐車場／歩５分
②スタート: 開会式終了後
③コース: 布川徳満寺→赤松宗旦生家→内宿弁天様
→来見寺→布川神社→応順寺から
７ｋｍコース 羽中→押付新田・泪塚→琴平神
社→徳満寺（ゴール・１２時）
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１３ｋｍコース 生涯学習センター→横須賀・切
られ地蔵→利根町公民館→押付新田・泪塚
→琴平神社→徳満寺（ゴール・午後２時）
④解散: ゴール後→地蔵祭りを楽しんでください。
⑤参加費: 会員・利根町民・中学生以下無料、
他協会員３００円、一般５００円
⑥問い合せ: 田仲 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-5051
⑦後援： 茨城県、利根町

＝＝＝ＮＥＷＳ＝＝＝
１．「ウオーキングの楽しみ」
常陽新聞連載／川上 清
61- 欲張って臨んだ福島県 ②
（9/5）
62- 欲張って臨んだ福島県 ③
（9/12）
63- リュックにも注目しよう
（9/19）
64- 水戸歩く会が追い求めていること （9/26）
２．「第３３回日本スリーデーマチ」 Ｉ
ＷＡからスタッフ
今年も１０名のスタッフが大会成功に尽力します。
堀野正勝、川上清、小林延行、三好義章、高島
晃、高島三樹子、今井和治、山縣エク子、武藤
きよ子、室井静子のみなさんです。
茨城県協会代表よろしくお願いします。
第 33 回日本スリーデーマーチは、11 月／５・６・７
開催です。参加された方もお互いエールの交換で
ウオーキングを楽しんでください。
３．第 20 回記念 空海のみち全ウオーク
青い空・青い海の四国に弘法大師が開いたと言わ
れる「四国・88 カ所」の札所を 1,200ｋｍ余りの遍路み
ちを歩きます。
日程：平成２３年２月２０日から４月１１日までの間を
３パートに分けて開催。５０泊５１日。３年間で
終了も可。
募集期間：平成２２年９月１日〜１１月１５日
参加申込・問合せ先
（社）日本ｳｵｰｷﾝｸﾞ協会「空海のみち全ウオーク係
ＴＥＬ 03-5256-7855 ＦＡＸ 03-5256-7856
ＪＷＡホームページ
４．平成２２年度 茨城県生涯スポーツ指導員の認定
茨城県ウオーキング協会から５名の皆さんが上記
指導員養成講座を受講し、茨城県教育委員会から
認定されました。
澤畑和美 （水戸歩）
川崎まり子 （常陸太田Ｗ）
幡谷勝義 （東･ひ健歩会）
武藤きよ子 （東･ひ健歩会）
宮崎久雄 （東･ひ健歩会）

５．平成２２年度「健康づくりキャンペーン」
がありました
９月１８日、「イーアスつくば」でウオーキング講習
会が開催され、茨城県ウオーキング協会の川上清
さん、伊藤寿子さん、藤代歩々えみ会の皆さんが
講師をつとめました。（学習内容の一部です）
＊ウオーキングで毎日を楽しく健やかに、元気を
続けましょう。
＊健やか 爽やか ウオーク日本１８００
歩いてニッポンを元気に！
＊ １に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後に薬！
＊笑顔は最高の化粧
＊健康維持 健康は自分が守る 定期健診 禁煙
＊ ＜安全本位に＞
１．みちは広がらない。
２．曲がり角は所定の場所で行い、斜め横断
はしてはいけない。
３．歩行者信号が青点滅になったら即ストップ
走って入ってはいけない。
４．他の交通者にも配慮する 自転車、車に
は注意の呼びかけを行い、全員が注意す
る。
歩かないと歩けなくなる。明日といわず、
今日から歩きましょう。
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−連載 地図のお話− 第１６回

−「

海抜と 標高の違いは？

−連載 野草のお話− 第８回

」−

高さを表す言葉に海抜と標高があります。海抜は
海面を 0m とした高さを表し、標高は海面を 0m として
測量した水準点をもとに出される高さを示しています。
結果的にはほぼ同じものと考えてよいかと思います
が、その違いは、低い土地に対して海抜が使われる
ことが多いというぐらいでしょうか。
日本には現在 2 万ヶ所以上の水準点が有りますが、
その基準となっているのが日本水準原点です。水準
原点は東京都千代田区永田町 1-1、国会前の庭園
内にあります。この地は、かつての陸軍参謀本部陸
地測量部が有ったところです。かの映画「剱岳点の
記」に出てくる柴崎芳太郎の働いていた陸地測量部
です。
水準原点の高さは東京湾の平均海面を 0m の基準と
したもので、現在の高さは 24.4140m になっています。
この高さを基準に全国の水準点へ繋いでいるのです。
水準点は定期的に測量しなおされています。隆起
や沈下によって高さが変わってしまうためです。水準
原点も制定当初は 24.500m でしたが関東大震災によ
るズレで修正されたものです。ちなみに全国とは言っ
ても、沖縄や離島の水準点はそれぞれの島の周囲
の平均海面を基準にしているため、永田町の水準原
点とは繋がっていません。

日本水準原点標庫
明治 24 年（1891）築。 ローマ神殿の形式を持つ
古典主義建築。
（堀野正勝 記）

秋の気配が漂う中、心を弾ませながら歩いていると
黄色の小さな花をつけたノアズキ（ヒメクズ）に出会い
ました。花は蝶形花ですが、真ん中の花弁（竜骨弁）
が渦巻状に曲がっているのです。この造形美にいつ
も見とれ足を止めてしまいます。少し行くとつる性の
淡紫色の花をつけたガガイモとすごく小さなクリーム
色の花を下向きにつけたフウセンカズラが目に入りま
した。ガガイモはどこにでもあるのでお馴染みですが、
ルーペなどを出して星形の毛の多い花を覗いて見る
と、めしべとおしべが合着して長く突き出ていたりして
なかなか味わいがあるのです。ついでに茎を折った
りすると乳液をすぐ出したりもします。フジカンゾウや
ヌスビトハギ・アレチヌスビトハギもきれいに咲いてい
ましたが、実もつけていました。ヌスビトハギという名
は実の形が盗人の足跡に似ていることからつけられ
たそうです。ヌスビトハギとアレチヌスビトハギは葉の
形でも見分けはつきますが、今の時期なら実で見分
けがつきます。両者ともマメ科ですので果実の形は
豆果で、そのくびれが２つならヌスビトハギ、４〜６な
らアレチヌスビトハギ、くびれが１〜３の場合はアメリ
カヌスビトハギです。こういう観点をもって見分けてみ
るのも楽しいものですよ。それからアカネ。あまりにも
びっちり地味な花をつけていたので、今年は初めて
引き抜いて観察してみました。アカネは和名で「赤
根」と書くので、根は赤いと思いましたがきれいな黄
橙色でした。しかし空気にさらし乾燥が進むと何と赤
黄色に変色。和名通りでした。名付け親にまたまた
感心させられました。やがてクサネムの群生地に出ま
した。葉はネムノキに似ています。黄色の蝶形花をつ
けます。葉がそっくりで黄色の五弁花をつけるのがカ
ワラケツメイ。さっそく乾燥させてカワラケツメイ茶をつ
くってみました。飲めますよ。主人はなぜかおかわり
はしませんでしたが・・・・。最後に私の興奮のお裾わ
けをさせていただいて終わりにします。数日前また筑
波山にいきました。白雲橋コースで下山中に何と是
非見たいと思っていたジャコウソウとカメバヒキオコシ
の満開の花を見てしまったのです。その夜はなかな
か寝付けませんでした。
（長田 律子記）
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日本工業経済新聞 2010 年 9 月 17 日（金） 「日々の栞」から転載しました。

