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錦秋の秋、
食欲の秋、
ウオーキングの秋
・・・たくさんの秋
☆ 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

☆11月 10日（水）

水戸歩く会

［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）

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。
参加希望者は事前に申し込んで 下さい。
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・申し込み：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

＜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
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: 「ゆっくりコース」＝午後１時頃（稲戸井駅）
「エンジョイコース」＝午後３時頃、福祉交流
センター（市役所隣接・最寄り駅
は関鉄常総線寺原駅）
⑤参加費: ＪＷＡ加盟団体会員・一般３００円、
中学生以下無料
参加申込＝参加者全員の
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郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
希望コース
を記入し１１月８日までに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

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

☆ 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

＜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

☆ 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）
（いばらきヘルスロード）
[ 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

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
開会式 午前９時３０分
②スタート: １０時 （団体歩行）
③コース: 五霞町保健センター→道の駅ごか→中の
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
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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

②スタート: １０時３０分（団体歩行）
③コース: 立川駅→昭和記念公園（散策・昼食）→
玉川上水口ゲート→武蔵砂川駅→玉川上
水緑道→ＪＲ中央線・立川駅
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

☆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）
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

☆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］ ＜15㌔＞
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２７日（土） 取手市歩こう会
[ 国営 昭和記念公園ウオーク ] ＜１４ｋｍ＞
①集合: ＪＲ中央線・立川駅 午前１０時２０分

☆ １１月２８日（日）常陸太田ウオーキングクラブ
（ウオーク日本１８００・大子町 ）
[ 水郡線ウオーク（パート３） ] ＜１２ｋｍ＞
①集合: 袋田駅 午前８時５０分
②スタート: ９時３０分
③コース: 袋田駅→袋田の滝→常陸大子駅
④解散: 午後１時３０分頃
⑤参加費: ３００円、小中学生無料
⑥問い合せ: 武藤 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0294-78-0402
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☆１２月５日（日）

水戸歩く会

［いばらき元気ウオーク の日］ ＜ ６㌔＞
①集合：水戸駅南口 ８時４５分
②スタート：９時
③コース：下市地区に残る史跡を中心に歩き、午前
中で終了予定。
⑤参加費：会員外３００円
⑥問い合せ：川上 029-251-3246

☆ １２月５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）
[ 水戸の歴史遺産ウオーク ] ＜１３ｋｍ＞
①集合: 常磐線水戸駅下車徒歩１０分・三の丸庁舎
午前９時
②スタート: 三の丸庁舎広場 午前９ 時２０分
③コース: 三の丸庁舎広場→気象台日暮らし坂→
八幡神社→保和苑→歴史館→偕楽園→西の
谷→東照宮→三の丸庁舎
④解散: 三の丸庁舎広場 午後３時予定
⑤参加費: ３００円
⑥問い合せ: 菅原 ＴＥＬ・ＦＡＸ 050-3321-1881

☆ １２月５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: 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

☆１２月５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・筑西市）
（茨城県マスターウオーカー賞認定大会）
[ 筑西史跡小栗判官祭りウォーク ] ＜８〜１０ｋｍ＞
①集合: 午前８時３０分、 JR 水戸線 新治駅前
②スタート: ９時００分
③コース: 駅（シャトルバス乗車）〜内外大神宮（国指
定文化財）〜新治小学校（小栗判官祭り会場）ゴール
④解散: 午後 １２ 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

＜ＩＷＡ-１７＞
☆ １２月５日（日）

茨城県ウオーキング協会
共催：牛久ウォーキングクラブ
（ウオーク日本１８００・龍ヶ崎市）
（日本市民スポーツ連盟認定大会）
（いばらきヘルスロード）
[ コロッケの街龍ヶ崎市内史跡探訪ウオーク ]
＜１０ｋｍ＞
①集合: 龍ヶ崎市役所（龍ヶ崎駅 歩７分）
午前９時３０分
②スタート: 時 （団体歩行）
③コース: 龍ヶ崎市役所→歴史民俗資料館→般若院
→城南スポーツ公園→大統寺→にぎわい広
場→八坂神社→薬師堂→龍ヶ崎駅→市役所
④解散: 午後３時頃
⑤参加費: 大人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
を記入申し込んでください。
⑥申込先: 〒301-0042 龍ヶ崎市長山 5-17-6
茨城県ウオーキング協会
太田 誠 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-66-1293
⑦後援： 茨城県、龍ヶ崎市

＜ＩＷＡ-１８＞
☆ １２月１１日（土） 茨城県ウオーキング協会
（ウオーク日本１８００・つくばみらい市）
（日本市民スポーツ連盟認定大会）
（いばらきヘルスロード）
[ 間宮林蔵記念館と田園風景を歩く ]
＜１３・
７ｋｍ＞
①集合: つくばみらい市伊奈庁舎
午前９時３０分
②スタート: １０時
③コース:
Ａコース＝１３ｋｍ
伊奈庁舎→専称寺→間宮林蔵記念館→
ふれあい広場→結城三百石記念館→板橋不
動院→総合運動公園→伊奈中→伊奈庁舎
Ｂコース＝７ｋｍ
伊奈庁舎→専称寺→間宮林蔵記念館→
ふれあい広場→結城三百石記念館→
伊奈高校→伊奈庁舎
④解散: Ａコース 午後３時 30 分頃
Ｂコース 午後２時頃
⑤参加費: 大人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
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を記入申し込んでください。
⑥申込先: 〒300-2337
つくばみらい市矢井田 1356-7
ウオーク日本１８００ つくばみらい市大会係
川上満夫 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-58-1628
⑦後援： 茨城県、つくばみらい市

☆ １２月１２日（日） 常陸太田ウオーキングクラブ
[ 金砂郷ウオーク ] ＜１０ｋｍ＞
①集合: 辰ノ口堰親水公園 午前９時３０分
②スタート: １０時
③コース: 親水公園→熊野神社→築徳寺→親水公園
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

☆１２月１９日（日） 水戸歩く会・ＪＷＡ大会参加
鎌倉歴史展望ウオークに参加、事前に申し込み、全
国のウオーカーと本年の壮美を飾る。
☆ １２月２６日（日） 常陸太田ウオーキングクラブ
[ 忘年会ウオーク ] ＜会員限定＞

＝＝＝ＮＥＷＳ＝＝＝
１．「ウオーキングの楽しみ」
常陽新聞連載／川上 清
65- 「ついているウオーク
（10/3）
66- ウオーキング人口増加
（10/10）
67- 県協会と私団体を受け持つ
事務局対応の現状は （10/17）
68- 毎日ウオーキングに関わるぜいたくは何だろう
（10/24）
２ みずウオーク２０１０取手大会が開かれました。

☆ １２月１９日（日） 水戸ウオーキングクラブ
（ウオーク日本１８００・水戸市、大洗町 ）
[ 大洗海岸松風ウオーク＋忘年会 ] ＜１２ｋｍ＞
①集合: 鹿島臨海鉄道常澄駅 午前９時
②スタート: 常澄駅 午前９ 時２０分
③コース: 常澄駅→大串貝塚→涸沼橋→磯道→大洗
礒崎神社→大洗ゆっくら健康館
④解散: 大洗駅 午後３時３０分（忘年会有り）、
大洗ゆっくら健康館 午後０時予定（忘年会なし）
⑤参加費: ３００円＋忘年会費
⑥問い合せ: 菅原 ＴＥＬ・ＦＡＸ 050-3321-1881

※※加盟団体会員・
限定行事※※
☆ 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１３日（土） 常陸太田ウオーキングクラブ
[ いわきみずウオーク ] ＜会員限定＞
☆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
☆ １２月１９日（日） 利根町歩く会
[ 忘年ウオーク ] ＜７ｋｍ＞

ＩＷＡニュース 2010・11 月号 ＜第 27 号＞ 平成 22 年 11 月 1 日 ／ 茨城県ウオーキング協会
-6-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

３． 「第５ 回つくば国際ウオーキング大会」
の
準備が進んでいます。
・オールジャパンウオーキング認定大会です。
・関東甲信越マーチングリーグのプレ大会です。
・日程は次のとおりです。
２０１１年６月３日（金） せっかくウオーク
６月４日（土） 筑波山方面を予定
６月５日（日） 学園地区を予定
地理院地図読みコース
全日本歩測大会
４． 茨城県ウオーキング協会の役員会が開催されます
11 月 14 日（日） ９時から、会場は古河です

-----------------------------------------−連載 地図のお話− 第１７回

−「 地形図と海図の海岸線・標高・
水深の考え方は違う の？ 」−
○地形図と海図の海岸線？
前回、海抜と標高の違いをお話ししましたが、今回
はその続きで地形図と海図(海の船舶航行用の地図)
における、海岸線・標高・水深の表示基準の違いに
ついてお話ししましょう。
地形図にも海図にも、陸と海との境には海岸線が
描かれています。ところが、海には潮汐(海水の満ち
引き)があって、我が国の太平洋岸では、一日のうち
に 1.5ｍの海面高の変化を繰り返しています。
それでは地形図の海岸線は、どの時の海面を使
っているのでしょうか・・？地形図では、図式(地図を
作る時の決めごと)に「満潮時の正射影を表示する」と
ほぼ さいこう こうちょうめん

あり、海図の図式で｢略最高高潮面を水陸の境界線
として表示する｣と海岸線の表示を規定しています。
これは、地図で海岸線が半日も海に沈んでいては
困るので、地形図の場合は「満潮面」を使ったものと
考えられます。しかし、地形図作成は空中写真測量
によることから、任意の時刻に撮影した空中写真の
海岸線をそのまま図化することは、図式的には若干
の疑問があります。そのため、干満の差が大きく、干
潟のある所は、現地調査時に満潮時の海岸線を補
測して表示しています。実際に、干潟が大きくて、潮
汐差の大きい九州の有明海(5〜6m 位ある)などを除
けば、主だった干潟の大半は埋め立てや干拓による
陸地化が行われ、海岸は人口工作物による護岸等

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

が進んでいる現状では、写真撮影時の形状を海
岸線としても問題はないものと考えられています。
一方、海図では「略最高高潮面」の水陸との境を
海岸線としていますが、これは潮汐によって、海面が
それ以上高くなることはほとんどない面を想定して図
化しているものと考えられています。図式では、明確
に規定されていますが、地形図も海図も内容的には
大差なく、海岸線の表示基準は、ほぼ同じと考えて
問題はありません。
○地形図の標高(高さ)と海図の水深(深さ)？
地形図の標高(高さ)と海図の水深(深さ)の表示基
準は異なります。地形図の標高は「東京湾の平均海
面」を基準面としています。これは、「東京湾の平均
海面」から移された水準点を基に、全国の標高を同
一の基準面から測定することを目的としていることか
らです(但し、離島は除きます。前回のお話し)。
それに対して、海図の水深は「略最低低潮面」を
基準面にしています。これは、海図の主眼が船舶の
安全航行にあり、海面から海底までの垂直距離(水
深)や満潮で隠れた露岩の高さを正確に知ることによ
り、船舶の安全航行を図るとういう必要性から規定さ
れたと考えられます。
（堀野正勝 記）

