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各役員・加盟団体会員・
個人会員の皆様へ
茨城県ウオーキング協会
会 長 堀 野 正 勝

「東北関東大震災復興支援
チャリティウオーク」

謹んで震災のお見舞いを申し上げます
去る3月 11日に発生しました「
東北関東大震災(東
北地方太平洋沖地震)」におきまして、茨城県ウオー
キング協会の役員、各加盟団体会員及び個人会員
の皆さまにおかれましても、茨城県北部地域を中心
に多くの皆さまが多大な被害に見舞われました。被
災しましたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上
げます。
このような中、県内各地の 3 月 4 月のウオーキング
大会で自粛、中止の決断をせざるを得ない大会が発
生しております。3 月 26 日 27 日開催予定であった
「
古河まくらがの里花桃ウオーク」
も中止となり、また、
初めて開催を予定していました「
龍ヶ崎桜ウオーク(4
月 2 日)」
も桜祭り中止に伴い自粛(中止)となりました。
誠に残念です。
しかし、6月 4日 5日に開催を予定しています「
つく
ば国際ウオーキング大会」については、「東北関東
大震災復興支援チャリティウオーク」として、義援金
の募金と復興支援を目的に開催することを決断いた
しました。地元実行委員会を中心に茨城県ウオーキ
ング協会としても大会の成功に向けて頑張りますの
で、役員・
会員各位にありましては、大会役員として、
あるいは参加者としてふるってご参加いただき、被災
した皆様を元気づけるウオークとなるようご協力をお
願いしたいと思います。
今後も、茨城県ウオーキング協会としても、被災地
の復興支援に全力を挙げて取り組んでまいりたいと
思いますので、役員・
会員の皆様におかれましても、
どうかご助力くださいますよう重ねて心からお願い申
し上げます。
最後になりましたが、被災され、体調を崩された
方々もおられるかと思いますが、こんな時にこそ、日
ごろ親しんだ「ウオーキング」
で心身ともにリフレッシ
ュすることが大切かと思います。改めまして、くれぐれ
もお身体を大切にお過ごしください。
草々

第５回つくば国際ウオーキング大会
<茨城に２つ目のオールジャパン･
ウオーキング･カップ大会が誕生します>
＝紫峰筑波に科学都市つくばが融合する
そんな街並みを歩いてみませんか！＝
6/3（金）
せっかくウオーク（笠間 500選 08-03）
6/4（土） （ 集合：つくば中央公園 ）
※受付後→Ａ・Ｂは旧筑波庁舎に移動※
Ａ：筑波山神社・むかし道コース ＝３０ｋｍ
Ｂ：
〃
・里山コース
＝２０ｋｍ
Ｃ：市街地巡り・科学コース
＝１０ｋｍ
Ｄ：
〃
・公園コース
＝ ７ｋｍ
6/5（日） （ 集合：つくば中央公園 ）
Ｅ： 万博記念公園コース
＝２５ｋｍ
Ｆ： 万博記念公園コース
＝２０ｋｍ
Ｇ： 研究学園と公園巡りコース ＝１０ｋｍ
Ｈ： 研究学園と公園巡りコース ＝ ５ｋｍ
Ｉ ： 国土地理院マップ読みコース＝５ｋｍ
Ｉ：は（ 集合、ゴール：国土地理院 ）
※Ａ〜Ｈ自由歩行、Ｉ は団体歩行 です※

6/5（日） 全日本歩測大会（名人、達人戦）
（ 集合：国土地理院 ）

参加費
＊事前申込＝大人 1,500 円／中高生 500 円
つくば市民（大人 800 円／中高生 300 円）
小学生以下 無料
＊当日申込＝大人 2,000 円／中高生 800 円
つくば市民（大人 1,000 円／中高生 500 円）
小学生以下 無料
＊Ｉ コースのみ 300 円
（事前、当日同額／小学生以下 無料）
事前申込期間 〜５月２０日（金）
大会案内チラシの参加申込書をご利用下さい。
問合せ先
大会事務局（山元一郎） 電話： 090-4916-7629
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）

共催： つくば市
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②スタート: 出発式終了後スタート（団体歩行）
環境省、農水省、文科省、経産省、首都圏新都市鉄道
③コース: 利根町役場の桜→利根川土手の桜→
（株）、茨城新聞社、朝日新聞水戸支局、ﾗﾁﾞｵつくば

協賛（予定）： 日本土地家屋調査士会連合会、（株）ﾑｰﾝｽﾀｰ、
LALA ｶﾞｰﾃﾞﾝつくば、山新ｸﾞﾗﾝｽﾃｰｼﾞつくば、ﾃﾞｨｽﾞﾀｳﾝ
つくば、池辺食品（株）、牛久大仏、関東鉄道（株）、ｲｰｱ
ｽつくば、（株）ｶｽﾐ、ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）、高田
眼科、（有）ﾄﾖﾌﾟﾘﾝﾄ

特別協賛： （株）ゼンリン
認定： オールジャパンウオーキングカップ、（１８００）
、
（５００ 選）
、（
Ｊ
ＶＡ）
、（県ＭＷ）
、（ヘルス･Ｒ）
、
全日本歩測大会

※※※※※※

例会

※※※※※

☆ ４月 ２日（土）
取手市歩こう会
（ＪＶＡ）
[ お花見ウオーク・
飛鳥山から石神井川へ ]
＜１０ｋｍ＞
①集合: 午前９時 ／ＪＲ京浜東北線王子駅・北口
②スタート: ９時１０分 （団体歩行）
③コース: 王子駅→飛鳥山公園→石神井川遊歩道
→加賀公園→赤羽自然観察公園→さくら
並木公園→ＪＲ京浜東北線赤羽駅
④解散: ２時頃
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

☆４月 3日（日）
水戸歩く会
[いばらき元気ウオークの日・総会ウオーク]
今回は交通安全ウオークを中止し 新ヘルス
ロード南町・泉町大通りのウオークとし、県立青
少年会館での総会を行います。一般参加者とは
ここでお別れします。ご自由にお戻り下さい。
①集 合： 旧県庁三の丸庁舎広場
②スタート： １０時
③コース： 新ヘルスロード水戸大通りコースを片道
歩きます。2 ㌔
④参加費： 無料
⑤問い合わせ： 川上 029-251-3246、
事前予約不要

☆ ４月 ３日（日） 利根町歩く会
（ヘルス･Ｒ）、（ＪＶＡ）
「
東北関東大震災復興支援チャリティウオーク」
[ さくらウオーク ] ＜１０ｋｍ＞
＜とねワイワイくらぶ行事＞
①集合: 午前９時 ／ 利根町役場

ヘルスロード親水公園の桜→旧布川小学
校の桜→利根町役場
④解散: １２時頃
⑤参加費: 無料
⑥問い合せ: 田仲 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-5051
⑦見どころ：

☆４月 7日（木）
水戸歩く会
[ 1800大会結城市ウオーク ] ＜13 ㌔ ＞
日本花の会結城農場の 350 種の桜を見学し
ます。
水戸線未復旧の時は中止します。
①集 合： 午前 9 時 ／水戸線結城駅
（水戸 7:34 赤塚 7:41 内原 7:48 結城 8:56）
②スタート： 9 時 20 分
③コース： 結城駅（スタート）→県道 17 号線→花の
会結城農場→結城第一工業団地→ヘルス
ロード№あじさい通り→結城駅（ゴール）
④解散： 2 時 30 分頃
⑤参加費 300 円
⑥問い合わせ 川上 029-251-3246
事前予約不要

＜ＩＷＡ-２１＞
☆ ４月１０日（日） 茨城県ウオーキング協会
（ １８００・常総市、 いＨ･Ｒ、 ＪＶＡ ）
[ 千姫ゆかりの街・歴史と自然の里ウオーク ]
＜１３ｋｍ＞
①集合: 午前９時３０分 ／関東鉄道・水海道駅南口
②スタート: １０時
③コース: 水海道駅→二水会館→五木田邸レンガ蔵
→豊水橋→安養寺→弘経寺→安楽寺→法
蔵寺→水海道駅
④解散: 午後３時３０分頃
⑤参加費: 大人３００円、小中学生無料
参加申込＝ハガキかＦＡＸで参加者全員の
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
を記入３月２６日（土）
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
山元一郎 ＦＡＸ・ＴＥＬ 029-874-7195
⑦後援： 茨城県、常総市

☆4月 13日（水）
水戸歩く会
[ 1800大会桜川市ウオーク ] ＜10㌔ ＞
①集 合： 9 時 ／桜川市門毛多目的集会所
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（羽黒駅から月山寺を過ぎ北へ約７㌔）
②スタート： 9 時 20 分
③コース： 桜川市門毛多目的集会所（スタート）→
関場→金場→胴源禅寺→標識前→深沢
峠→高峯展望台→集合所（ゴール）
ゴール後桜川桜に移動します。
④到着： 3 時頃
⑤参加費 300 円
⑥問い合わせ 川上 029-251-3246
集合場所直行者は事前予約不要
水戸からバス運行 定員 40 名
赤塚駅前集合 7 時 30 分 出発 7 時 40 分
参加費；会員 2000 円 会員外 2500 円
申込先奈良佳子さんへ Fax かはがきにて
申込内容；氏名・年齢・住所・電話番号・傷害保
険加入有無・性別
宛名；〒310-0851 水戸市千波町 2878-2
Fax029-244-2050
⑦見どころ： 桜川市門毛の里山の春を満喫し、終了
後に桜川の天然記念物の桜を観賞しま
す。

☆ ４月１６日（土）
取手市歩こう会
（ＪＶＡ）、（ヘルス･Ｒ）
[ 総会ウオーク・
戸頭駅〜取手緑地運動公園 ]
＜１０ｋｍ＞
①集合: 午前９時 ／関東鉄道常総線・戸頭駅
②スタート: ９時１５分 （団体歩行）
③コース: 戸頭駅→さくらの杜公園→ゆめみ野駅→
グリーンスポーツセンター→常総ふれあい
道路→利根パークゴルフ場→取手緑地運
動公園
④解散: １時２０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

☆４月１６日（土） 東海･ひたちなか健歩の会
[23 年度総会ウオーク] ＜７ｋｍ＞
※ 事情により中止になる場合もあります。
① 集合: 午前 11 時 30 分 ／ＪＲ勝田駅東口
②スタート: １１時３０分
③コース: （団体歩行）
勝田駅東口〜武田氏館・湫尾神社〜勝田
駅ゴール
④解散: 午後１５時３０分頃
⑤参加費: 一般￥３００円、小中学生無料、会員無料、
⑥問い合せ: 三好 ＴＥＬ/ＦＡＸ 029-262-2428

☆ ４ 月１７日（ 日 ） 筑西市ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ連合会
（ウオーク日本１８００ 筑西市大会 ）
[第５ 回 梨の花まつり ウォーク] ＜８ｋ ｍ＞
①集合: 午前９時 ／ 関東鉄道常総線黒子駅
この度の震災により常総線の休日運行に
ついては予測不能状態なので直近になっ
て鳥生にご照会下さい。
※ﾎﾘﾃﾞｰパス１５００円 取手下館間一日乗
り放題
自家用車の場合：常総線黒子駅前に駐
車場有り
②スタート: ９時１０分
③コース: 黒子駅→千妙寺（東北関東地域天台宗
の修行道場）→里山→梨畑→体育館（トイ
レ休息）→ヘルスロード→梨畑→工業団地
→梨農園（花合わせ・人工授粉体験）→梨
の花まつり会場
※（昼食：会場にて飲食販売あり）⇒
※１時半バス乗車⇒関城（南北朝時代の合
戦坑道址、城囲土塁）⇒黒子駅
④※まつり会場到着：１２時頃（会場からの帰路は臨
時バスで駅まで送ります。）
⑤参加費: 協会員３００円、一般５００円
小中学生無料
⑥問合せ:〒308-0112 筑西市藤ｹ谷 1158-2
TEL・FAX 0296-20-3386
筑西市ウォーキングクラブ連合会
鳥生厚夫 （携帯 080-1090-5748）

☆ ４月２４日（日） 利根町歩く会
（ＪＶＡ）
「
東北関東大震災復興支援チャリティウオーク」
[ 神田川とその支流ウオーク ] ＜１３ｋ ｍ＞
①集合: 午前９時 ／
井の頭公園・自然文化園分園前
（ＪＲ井の頭線・吉祥寺駅公園口下車）
②スタート: 出発式終了後スタート（団体歩行）
③コース: 井の頭公園→善福寺川→妙正寺川
→西武新宿線鷺ノ宮駅
④解散: 午後２時３０分頃
⑤参加費: 会員無料、他会員３００円、一般５００円
⑥問い合せ: 倉本 ＴＥＬ・ＦＡＸ 0297-68-8458
⑦見どころ： 神田川とその支流を源泉からたどって
歩きます

☆ 5月 1日（日）
水戸歩く会
[ いばらき元気ウオークの日・クリーンウオーク ]
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前月に続き新ヘルスロード南町・泉町大通りを
感謝しながらごみを拾う
①集合： 9 時 45 分 ／水戸駅北口広場
②スタート： 10 時
③コース： 一年に一度の定番 水戸大通りのクリーン
維持を図ります
④参加料 無料
⑤問い合わせ 川上 029-251-3246
事前の予約不要です

☆ ５月 １日（日）
利根町歩く会
（元気）
「
東北関東大震災復興支援チャリティウオーク」
[ 町内元気ウオーク・
里山コース ] ＜ ７ｋｍ＞
①集合: 午前８時３０分 ／ 利根町公民館
②スタート: 出発式終了後
③コース: 利根町公民館→里山コース→公民館
④解散: 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（日） 東海・ひたちなか健歩の会
[阿字ヶ浦からひたちなか海浜公園を巡る路]
＜１３ｋｍ＞
①集合: ひたちなか海浜鉄道 湊線平磯駅
（ ＪＲ常磐線勝田駅より乗換え）
②スタート: １０時００分
③コース: 湊線平磯駅〜阿字ヶ浦海岸〜ひたちなか
海浜公園南口ゲート〜園内ウオーキング教室
〜園内ウオーク〜西口ゲートゴール
④解散: 午後３時頃(園内解散)
⑤参加費: 一般￥３００円、小中学生無料、会員無料
⑥問い合せ: 三好 ＴＥＬ/ＦＡＸ 029-262-2428

５月 8日（日） NPO つくばﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝの会
[ つくば ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾌ ｪｽﾃ ｨﾊ ﾞﾙ 2011 ]
＜ 10㌔、 5㌔＞
①集合： 9 時 15 分 ／つくば国際会議場（エポカル）
②スタート： 10 ㌔コース ＝ 9 時 30 分
5 ㌔コース ＝10 時
③コース： 研究学園内にコースが組まれ、
10 ㌔は赤塚公園折り返し、
5 ㌔は松見公園折り返しです。
④参加費： 1,000 円
揃いのﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝＴｼｬﾂを着用し思い思
いの旗や幟を持ち歩きます。
⑤水戸からの乗り物

水戸 7.22 赤塚 7.27 土浦着 8.13
→バスでつくばセンター行き、約 30 分
竹園 2 丁目下車が便利です。徒歩 5 分
⑥問い合わせ 川上 029-251-3246
当日受付です。
※ つくばﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2011 のｳｵｰｸ部門
を茨城県ウオーキング協会が担当します。
午後からは乳がん啓発の様々な行事が組まれ
ています。

☆ ５月 12日（木）
水戸歩く会
（１８００）、（ヘルス･Ｒ）
[ 1800小美玉市大会空港ウオーク ]
①集合： 9 時 20 分 ／ 茨城空港
神戸よりの 9 時 40 分着便を見学後
②スタート：
③コース： 茨城空港公園コースに 10 時、 途中休憩
中に神戸行き10 時 15 分発を外から見送る。
1.2 ㌔
ゴール後№177 茨城空港線コース往復 5.8 ㌔
を歩き、ゴールはおよそ 12 時 30 分
④参加料： 300 円
⑤問い合わせ： 川上清 029-251-3246
⑥水戸からバスを運行： 定員 40 名
赤塚駅前集合 7 時 50 分 出発 8 時
参加費；会員 2000 円、会員外 2500 円
申込先奈良佳子さんへ ファックスかはが
きで申し込む、
内容；氏名・年齢・住所・電話番号・傷害保
険加入の有無・性別
宛名；〒310-0851
水戸市千波町 2878-2
Ｆax029-244-2050
⑦見どころ： 小美玉市の新しい茨城空港を訪ねる
ヘルスロード２コースに 1800 大会を組みます。

☆ ５月２１日（土） 主催： 牛久市
主管： 牛久ウォーキングクラブ
（１８００牛久市）、（ＪＶＡ）、県ＭＷ）
[ 牛久健康ウオーク ２０１１ ・
牛久大仏＆自然観察の森ウオーキング]
＜ ２３ｋｍ・
１１ｋｍ＞
①集合: 午前８時３０分 ／牛久市保健センター前
９時００分 セレモニー
（駐車場：牛久市役所職員用駐車場敷地内／無料）

②スタート: ９時３０分 （自由歩行）
③コース: ２３ｋｍ 牛久大仏コース
１１ｋｍ 自然観察の森コース
④ゴール: 午後３時まで＝抽選があります。
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⑤参加費: 大人３００円、中学生以下無料
⑥問い合せ: 牛久市健康管理課
ＴＥＬ・ＦＡＸ 029-873-2111
⑦申込期限： ４月２０日から ５月９日（月）まで
⑧見どころ： 自然観察の森で、心も体もリフレッシュ、
世界最大の大仏を拝めるのも魅力で
す。
⑨後援： 牛久市教育委員会、牛久市観光協会
※ 弁当、飲み物各自持参。
ゴール後に豚汁サービスあり。

※※ 大会の中止 ※※
① ４月１７日（日） かすみがうらウオーキング大会
必要経費を除いた参加料を義援金として震災
の被災地に送られます。
② ４月 29・
30 第１６回ウオーキングフェスタ東京
③ その他の多くの大会も中止されています。ＪＷＡの
ホームページで確認してください。

＝＝＝ＮＥＷＳ＝＝＝
☆ ５月２２日（日） 常陸太田ウオーキングクラブ
[ 里川ウオーク ] ＜ １０ｋｍ＞
①集合: 午前９時３０分 ／ 常陸太田市役所
②スタート: １０時
③コース: 機初橋→古墳公園→寿生院→里川堤防
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・ＦＡＸ0294-78-0402

☆ ５月２８日（土）
古河悠歩の会
（１８００境町）、（ＪＶＡ）、（ヘルス･Ｒ／№115）
[ ウオーク日本１８００境町大会 ] ＜１１ｋｍ＞
①集合: 午前９時 ／境町保健センター
開会式 ９時３０分
②スタート: １０時 （団体歩行）
③コース: 保健センター→さくらの森パーク→道の
駅さかい→保健センター
④解散: ２時
⑤参加費: 小中学生無料、
他会員 200 円、一般３００円
⑥問い合せ: 古河悠歩の会
〒306-0013
古河市東本町 2-9-27
ＴＥＬ・ＦＡＸ 0280-32-0172
Ｅ-メール（et̲walker0812@yahoo.co.jp）
参加申込＝ハガキかＦＡＸ、メールで参加者
全員の
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
所属ウオーキングクラブ名
を記入し５月１５日（日）
までに申し込んでく
ださい。
⑦協力： 茨城県ウオーキング協会
⑧後援： 茨城県、境町

１．「ウオーキングの楽しみ」
常陽新聞連載／川上 清
82- 未済の市町で１８００大会を
（3/6）

−連載 地図のお話− 第２2 回

−「 東北関東大震災(東北地方太平洋沖地震)
震度分布図、津波浸水予想図
(津波ハザードマップ) 」−
まさか続けて地震関連のお話になるとは誰もが考
えていなかったことと思います。今回の地震は M9.0
という地震エネルギーで、超巨大地震(M8 前後)と言
って良いでしょう。マグニチュード(M)が、0.2 違うとエ
ネルギーは倍違うことになりますので、千年に 1 度有
るか無いかと言われるくらいの大地震でした。
地震のマグニチュードと震度とはよく混同されて使
われていますが、如何でしょうか？
マグニチュード(M)は、地震規模の大小を示す尺度
であって、強いか弱いかの尺度ではありません。強
いか弱いかは地震によって生ずる地面の揺れ(振動)
を形容する言葉で、それを示すのが震度です。日本
では 0(無感)からⅦ(激震)までの 8 段階に分け、さら
に最近では+、−(震度 5、6 を 2 区分)等を付けて、６
強、6 弱(多くの人は立っていられない)などと表示し
ています。
また、地震と震災とで、名前が違うのはお気づきで
すか？○○地震という場合は、地震そのものの名前
で、気象庁が全国の陸域と海域をブロックごとに区分
けし、震源の場所によって、地域の名前を決めてあり
ます。それに対して、××震災とは、陸域部で大きく
被害を受けた地域を区分するために便宜的に使わ
れる名称のため、地震名称とは違ってくるわけです
(表題参照)。
ところで、前回お話したニュージーランドの地震は
「直下型地震」でしたが、今回の地震は、「海溝型地
震」と呼ばれ、地球表面の地殻(プレート)が押し合い、
ひずみが解放されたときに発生するタイプです。震
源が海洋にあるため、規模が大きいと今回のように揺
れによる被害のほか、津波を引き起こすことが多く見
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られます。
「津波」は英語でも「TUNAMI」と表記され、世界共
通語となっています。今から約 50 年前の岩手県大
船渡など三陸海岸を襲ったチリ地震津波(H6m)は多
くの人々が記憶している災害で、それを契機に津波
除けの防波堤(H5m˜
10m)が三陸海岸各地に設けら
れ ましたが、今回はそれをは るかに超す大津波
(H15˜
20m 位)で有ったと思われます。
津波が、陸地のどこまで侵入するかを表した地図が
三陸海岸沿岸地方では、「津波ハザードマップ」とし
て整備され、各戸に配布され、津波想定の避難訓練
も毎年行われていました。今回は、地震を起こした海
底の破壊域は長さ 500km(青森・八戸沖から茨城・鹿
島沖)と推定され、しかも、大きく 3 ブロックが連続して
破壊する(時間にして 5 分くらい揺れが続いた)という
巨大な地震で有ったため、想定を超える東日本の広
範囲に、しかも平滑海岸(仙台から茨城沿岸、千葉・
九十九里海岸など)でも津波が襲うという、今までに
経験したことの無い大被害になりました。
被害に遭われた多くの皆さんには、心よりお見舞い
申し上げます。
（堀野正勝 記）

−連載 野草のお話− 第１2 回

３月の上旬に秩父に行った。自生しているセツブン
ソウとチチブベニと言われているオレンジ色の福寿

草を見るために。落葉樹が若葉を出す前の光りを取
り込みやすいこの時期をねらって、林の落ち葉の中
から小さな可憐な姿を見せてくれるセツブンソウ。白
い５枚の花弁と思われるものは花弁ではなく萼で、花
弁は退化してしまい蜜腺状に変化してしまったという
からこれまたびっくり。花を覗いてみると黄色のまるい
物がたくさん見える部分がそれにあたります。その内
側に紫色をしたおしべとめしべ、それに掌状の切れ
込みのある葉をつけた美しい花。時間が許すならず
っと腰を屈めて見ていたくなる。そして始めて見たチ
チブベニ（福寿草の変種）。黄色の福寿草しか見て
いない私にとっては新鮮で眩しかった。ありふれてい
ない深みのある色が心に残った。私たちがよく見て
いる福寿草は５０種類位育てられている福寿草の中
で一番丈夫で均整のとれた美しさを持つ福寿海とい
うものであることも知った。３月も終わる頃、あるお寺
の庭にひっそりと咲いているミスミソウを見つけた。ま
だ何かありそうだと思い探していくとショウジョウバカ
マが。これからどこでも見られるオオアラセイトウも咲
いていた。弾んだ心を落ち着けて木を見ることにした。
梅や河津ザクラにかわって咲き始めたアンズとカンヒ
ザクラ（寒緋桜）・サンシュユ・ミツマタが満開。それに
見たい見たいと願っていたダンコウバイを発見。逸る
心を抑えてルーペで観察。よい日になった。アンズ
は花が咲くと必ず花弁の外側に着いている赤紫色の
萼が反り返るので梅と区別できる。カンヒザクラ（ヒカ
ンザクラともいう）はピンクの濃い桜で釣鐘状の花を
下向きにつける。ソメイヨシノとは、かなりイメージが異
なる。ダンコウバイは檀香梅と書く。檀香とは漢名で
ビャクダン（白檀）のことで材に香りがあるためにこの
名がつけられたという。黄色い花をたくさんつけてい
た。花が終わるとこの木はあまり目立たなくなるが、秋
の黄葉は美しいので、忘れずにまた訪れたいと思っ
ている。
（長田 律子記）
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
平成２３年３月１１日、大地震、大津波、原発事故
大きな災害が同時に発生しました。
犠牲になられた多くの方々のご冥福をお祈りいたし
ます。 被災された皆様にお見舞いを申しあげます。
被災地の困難な状況に加えて、原発事故の不安な
日々も続きますが、元気な日本に向かって歩いて行こ
う。
音楽、芸術、スポーツ、企業、市民それぞれの分野
で救援活動が広がっています。
自分では何ができるのか？ 歩いた距離で復興
救援募金をすることにしました。１ｋｍ歩いて１０円、毎
日歩数計を記録します。
＜編集子のひとりごと＞

