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県表彰の藤枝さん

奈良さん

倉持さん

民話を聴く会で熱演する銀河ステーション文庫の皆さん

04月を楽しもう
陽春4月を迎えた。陽春は春を表現する最上のことばと思う。私が詩つ広辞苑は
みちみちだ春

、岩波国語辞典は

に̀惰れ晴れしくにぎやかなきざ、

うとする気

陽気が満ちあふれた春

̀̀春らしい陽気

陽気の

、と記している。さらに〔陽気)

(使用例)、

̀●方物が動き、生まれ出よ

、とつなぐ4月は代表的機関の自治体や学校など教育関係ほかが新年度を迎

える。同様水戸歩も4月から新しい年度に入り、年間スケジュールを組む。

5月総会で決定

する。手紙は「陽春の候」で始まることが通常になり、この語の陽気さに押されて手紙がす
いすいと進む事を感じる人は多かうう。

「草木萌え動く」と表され、草木の息吹を感じ、野

辺には手近にヒメオドリコソウ、ホトケノザ、ザゼンソウ、オオイヌノフグリなどが我が春

と咲き揃うのが見られる。いよいよウオーカーには待たれた節として本格的ウオークにす
っと入れる時。歩く人にも我が世の春なのです。
そんな中、月例会は風土記の丘しだれ桜を石岡に尋ね、

2了日は水戸森林公園の新緑ハイ

キングを計画している。春の息吹をからだいっぱい受けたいものです。水戸而植物公園では
3月21日迄早春の花まつりが開かれる。訪ねて春の花の名に強くなりたいものです。

02月を振り返って
・2月2日(土)元気ウオークの日

計弧名の参加

民話の里を訪ねて

リーダーは朝川、柳林

民話を聴く10手。会12、外38

報告は朝川億さん。

参加者数の多きは民話口演の高人気の為かと改めて驚かされました。常陸太田市は坂
の多いまち。ゆっくりあせらす歩くよう心がけました。梅照院の孝子喜代太郎の親孝行ぷ
りにIb打たれ、貝取地蔵のきれいな姿に驚いて、佐竹寺で休憩。山寺水道では昔の土木カ

の高さに驚嘆し、西山研修所感坂道の残雪には、スリップ注意で上りました。十王坂(俗
称だいこん坂)の急坂では青色吐息、やっと上ってしばし休憩し、水分捕給。太田城から
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増ページ5へ8ページを本文中に挟みましたo

水戸八景の太田落雁(太田城の土塁)を抜けてパルティホール到着、芝生の公園で昼食と
しました。午後からが本日一番のお楽しみ、銀河ステーション文庫石目ひろ子代表以下5

名による民話口演があり、二幸女物語など5講に心ゆくまで堪能させていただきました。
皆さんはいかがでしたか。口演の感想など朝川までお聞かせ頂けると幸いです。坂の多い

ウオークに多くの参加を頂き感謝、皆さんお疲れ桟でした。
3日午後から水戸而立図書館での大人のためのお話会に参加しました。茨城放送

追記

OB会の主催。ないとうきみこ・田辺昭雄・市村まゆみ・鴨志田ひろ子さんたちによる本
と蒜の朗読があり、民話とはまた選った雰囲気の大人のための読み聞かせでした。次回は
6月2日(日)

14:00から。皆さんご参加お勧めです。

2月13日(水)観梅ウオーク下見

参加

会19名リーダー、報告とも渡追昭知さん。

前回終了地の堀原運動公園が本日の出発点。25キロ後半が本日コース。15・25キ。分岐点

から田野市民運動公園通過、楢川ダム評にて食事兼当日の段取り確認。その後折り返し
前回チェックの新コース123号線経由し、水戸駅にフィニッシュ。準備確認良好に終了。

2月23日(土)日立十王

温泉への遭12事。会13、外52、計65名参加。リーダー渡遭、

小森、福田。報告は渡遵昭知さん。
十王町から日立市北部の山間部を出て、海岸部を巡るやや欲張った本日のコース。悪天予
報が幸いに外れ、好天且つ曖かな日になった。多数参加にコース図が不足し、嬉しい悲鳴

となった。法鷲院五重塔(ほうじゅいん、建平成元年、高さ鈎メートル)参拝、日立而
出身作曲家故吉田正さん垂をめいめいお参り。盛(とも)神社を経て海岸部方面へ南下し

た。川尻町を6号国道伝いに北上、わが国で最初の養蚕業の守り神と言われる重電(こが
い)神社から太平洋を見下ろす高台のアップダウンが気持ちよい。茨城百景小異ケ浜以降
からの展望に感動しながら「国民宿舎鵜の岬」前の公園広場に到着。昼食休憩とした。昼
食後は遵紀行100選̀

温泉への道

を辿り、全員無事十王駅にフィニッシュ。皆さん、大

勢のご参刑こ感謝します。お疲れ桜でした。

○事務局通信
・最近の自治体発行の観光地図等の精度が上がり美しい装丁が目立ちます。その中で水戸観
光コンベンション協会の「水戸の城下町肌P」は特に秀品です。有料扱い100円です。
・

2月19日県民健康づくり表彰があり3名が受賞しました。藤枝憲子さん、会の運営と発

展に尽力。奈良佳子さん、全国からの大会参加者に副会長としてリード、住民の健康作りに
貢献。倉持繁子さん、ヘルスロードロングウオーク賞6年間238コース使用し2016キロ踏破。

・南保憶センター募集の「みとちゃん陸康マイレージ」はよく当たります。川上八重が水戸

京成食事券に当たりました。検診を受ける人は応募資格者です。来年は皆さんもぬかりなく。

・川上会長の顎骨手術の件、削られた後に入れ歯が入り3ケ月余ぶりに食事が普通に。
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日立十王温泉への道

2019・02・23

法鷲院境内

カウチ薬品より歩く

変わった建物・飛行機あり

6号川尻付近

6号沿い歩行

養蚕神社への階段上る

撮影は朝川憲さん

小異浜海岸

してください。

水戸歩31年3月-4月予定国Aニュース用

②スタート

水戸歩く会・西口

3月3日(日)

⑤コース

膿櫓けオーク下鳥(会貫限定)

9時15分

ホロルの湯→藤井ダム→サテ

①集合水戸駅南口さくら東公園8晴上掲分

ライト入り口→小松寺→ふれあいの里

② スタート

→ホロルの湯

③コース

9時

○途中のお弁当は無し、但し、時間が過

水戸学の道、芸術

8キ。コース

ぎますから必要に応じて、また入浴希望

館、倦楽園、手渡湖等

④見ところ

者はお弁当をご用意くださいo

観

8キ。たっ15母梅コース

要所は説明が

梅ウオークの最終調整

④特記

3月16日(土)水戸歩く会・川上・渥
さらIう

⑤参加費会員外300円

8年回

中学生以下無料

⑥聞合せ 川上02㌻褐1-絃備
⑦見ところ 小松寺の枝垂れ桜、ふれあい

②スタート25キ。15年。9時8年。9時15分

それぞれの所定コース

ホロルの湯希望者入浴予定堪旦塗

料金82〇円)

①集合水戸駅南口さくら東公園8時より
③ コース

の里、ホロルの湯

方角

水戸歩く会・

4月6日(土)

は楢川ダム折り返す25キロコース方面

④事前申込み 郵便払込 最終3月8日

し磨れ爆1雷年寄

島上記の重

JVA

○○1了0-○○3859了2水戸歩

①集合

石岡朝方-シ]洲〇一ク

く会あて

(∋スタート

9時15分

⑤参加費

事前500円

高

当日了00円

◎

]-ス

④終了 2時∞分頃 お弁当持ち
⑤参加費 会員外300田 中中学生無料

⑦見どこら僧楽園の梅咲き揃う時期の会

WA

⑥へこ照会

水戸歩く会・倉

3月2了日(水)

(り

JR赤塚

肌

風土記の丘のしだれ桜

パス下車後50メ

5月予定

て/酬い

5月16日総会にて決定する

8日(水)結城紬の里・酒滅巡り
16日(木)交通安全W

午後総会

18日(土)牛久陸康ウオーク2019

て到着する.:帰路はホロルの湯入口発
料金片道500円

蜜糖蜜○○筆録ハイ雫シケ
詳細は次号でお知らせします。

ホロ

ートルほど戻りホロルの湯の看板を見

赤塚行き13:18

029-25十3246

日

4月2丁目(土)水戸歩く会・倉持・外聞

ロ茨交パ

石塚車庫行き2番乗り場了:絃発
ルの湯入り口着了:粥

月i上

本一大きな獅子頭

9暗

譜意、高田Iしの瀞へ公共強調で行ける万
法部-つあり。

問合せ

⑦見ところ

織豊ゆかIlの先人を訪ねで1〇㌔

①集合 ホロルの湯

→柏原池公園→常陸国分尼寺

跡-暮石岡駅

川上029-25十3246

⑤その他チラシご参照、

8時50分

石岡駅→常陸国分寺跡→風土記の

丘(昼食)

校生以下無料
(り問合せ

(軽食望

はあ靴音

できるよう良く営んでください

篇8轡水戸観櫓けオーク

解散12時半頃

これ

25日(土)鹿鴫神の道降臨(民話口演)

1本です。あとはマイカー利用者に相談
4

各地の会報が第8回水戸観梅ウオークを詳しく掲載し参加を呼びかけてくれました。感謝。

紙面の都合上統%に縮小しました。
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≪例会の案内≫

「開催日」

書目
事前申込が必要です。

3月16日(土)

第8回水戸観梅ウオーク

抵当

日野・荒井

「紅白の梅が咲きそろい愚も美しい時期の催楽園」と日本遺産認定の水戸学の通を歩きましょう。
主催水戸歩く会(茨城県ウオーキング協会加盟団体)

主集合

取手駅西口ペドリアンデッキ6時3〇分

2、交通

JR取手駅6蒔43分(常磐線勝田行)-水戸駅8時00分宿

3、出発式

水声駅南口

4言コ一三ス

8k肌コース
15k調コース

25k旧ース

さくら東公園

8時30分-

団体歩行水戸学の道一芸術館一倍楽団
自由歩行水戸学の道一那珂川一億楽団
自由歩行水戸学の滞一郎節用i一緒川ダム
一借楽園

締ま喜

・

臥鰹寝

JVA。茨城県マスターウオーカー攫・

5○○選〈08-01

)o

新馬本1○○選(108020)判R
i6、鬱加護

了..その他

事前5〇〇円と参加コースを抵当の荒井役員へ(締切3月芝目
の例会まで)当日申込は700円となります。
とてもお得なJR「ときわ路キップ2.1

50円ぼ事前に緩大して下

水戸の綜

出発式に参加しますので水戸駅へは全員一緒の電車で行きます。参加コースごとにフィニッ
シュ時間が異なりますので、舶りの電卓は各自でお願いいたします。

高萩ウオーキングクラブ

圏圏圏
質

みんなで参加しませんか鯉クラブの例会紹介)
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噂健胃
会

平成31年3月16白く土)

場JR水戸駅南口さくら東公園(スタート・フィニッシュ)

受付時問

午前9時00分一

脅し込み

各自車し込みしてくださいご

コ

一一

ス

25㌔燵脚コースへ水戸学の道・那珂旧都iダム・緒楽園
15㌔めんごりコースー水声学の道・那珂月・簿楽園
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第155号会員付録

①事務局通信紹介の「水戸の城下町マップ」がタイミングよく茨城新聞に紹介されました。

②用上溝の水戸の梅まつりを呼び寄せたい投稿が2月4日掲載されました。多くの方に届け
ば良いと思っています.

⑨川上八重が朝日新聞にこわれだ本修理ボランティアで記事になりました。

水戸の城下町マップ改訂蘭離

僧欒園内売店︑県立歴史館︑茨城

水声観光コンベンション協会 闇の水戸観光案内所︑弘道館や
は︑江戸時代と現代の水戸市の地

地図は江戸時代の絵図に︑現代

の水声市を重ね合わせた︒縮尺は

大生活協同組合で販売している︒

25〇〇分のュ︒徳用光園や朱霧

マップ(葉版)一を改訂した︒
数に限りのあったこれまでの無料

氷ら郷土の先人や水戸の略年表︑

図を重ね合わせた﹁水戸の城下町

配布から︑常時配布できる有料に

旧町名の由来なども紹介してい

る︒改訂版では新たに﹁好文事四

利用を促すっ

マップは折り畳み式︑A4販カ

季模様之図一や﹁弘道錦全図一を

変更し︑歴史ファンらのまち歩き

ラ上し鄭土教書や観光活性化に活

昨年暮れから全国に来園を

掲載︒用紙も光の反射を抑えるマ
ット紙に変更し見やすくした︒

なれば来園者はぐっと伸び

用しきつと︑2○○9年に茨城大

っり﹂の開幕が半月後に追
ってきた︒会場は177年

るだろう︒まさに水戸の書

呼び掛けている︒参加者を

(前島智仁)

前に烈公さんが自ら造園し

が飾られる︒﹁水戸歩く会

笑顔で迎え︑水戸の春を堪

込み)℃同協会事務所や1R水声

た僧楽園と︑その前年に完

としても︑まつりの開幕が

能できる一日にしたい︒

が発行した︒改訂版はユ○○巽税

成した弘道館︒早咲きの八

▲全国で水声を訪れたい人

待ち遠しい︒

▲日が延びて日差しが明る

は多い︒私たちは﹁第8回

川上滴

(水戸市

鎚歳)

水戸歩く会会長

(2019・之・色

水戸観梅ウオーク﹂

(3月

さを増す時季)天候が良く

16日︑3コース)を企画︒

め︑棒の準鯖も整う︒

重冬至や八重悉紅も咲き始

▲一第123圃丞戸の梅ま

水戸の梅まつり

開幕待ち遠しい

改訂された「水声の城下町マップこ」

月刊ぶらざ∴3用量より

の3つ︒

親子で︑夫婦で︑友達同士で

うららかな春の日を

6目(土)受付8時˜

二義

満喫し て く だ さ い ♪

願主∴輯3月1

電鉄∵含JR水戸駅南口さくら東公園
(駅南口出口から1分︑階段下りる)

水戸学の避・基衡館・鰭諦団・千披湖

細コース●8血たっぷり梅コース(団体歩行)
●15血のんびりコース(自由歩行)
水戸学の適・那珂川・侶蜜園

水一戸学の迅・那珂川・楢川ダム・暗線国

●2う血槌的コース(自由歩行)

電 主 人 当 欝 前500円・当日700円
簿悌印込(3川8日捻︑郵便櫛受付日経印で吋)

邦使振込親に参加都会風の郵便番号︑
水戸歩く会(郵便援笹口隆00ト70︑-

住所 ︑ 氏 名 ︑ 年 紛 ︑ 簿 番 号 を 聴 人 し ︑

0-385972)へ送金︒∴÷
※ 参加時に披舘払込受執務をご提示く

去

るでし

ボランティアで本の修復を手が

水戸市内の二つの図害錦で︑

団塊

けている︒週に2回︑一冊二冊

る︒

糸や麻が使われていなりもす

のりだけでとめられていたり︑

も異なり︑背表紙とページが

破損の状態は様々︒製本の方法

ち︑背表紙とページの分離など

ページや表紙の破れ︑抜け落

年目を迎える︒

に息を吹き込み直す︒今年で25

9年(平成31年)2月6日(水)

から縫型し直したりすることも

本をすべてバラバラにして︑1

い表紙を硬いものに変えたり︑

.それぞれの本に応じて︑修復
方法も異なる︒文庫本の軟らか
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闇

薪
田
老妻岸

国富錦でボランティア修復

川上入室さん(81)

げ︑仲間も増えた︒今では研修

を開いたり︑図書館職員が見学

に来たりするほどになった︒

ここまで続けてこられ注の

ぼ︑本が好きだから︒戦後︑親

に関する歴史書に夢中になっ

戚の家で見つけた1冊の日本史

きっかけは1990年代︑夫

マン・ロランなどの著書が﹁知

た︒学生時代は︑川端康成やロ

あるという︒

の転勤でつくば市に住んだ時︒

あり︑2カ月はどかかることも

市内の図書館で本の修理のボラ

見まねで始め︑徐々にコツをつ

﹁これだ!やりたい﹂︒見よう

本をよみがえらせる喜びを多く

敵な活動﹂︒担い手が減る中︑

本の修復は﹁達成感のある素

らない世界を教えてくれた﹂︒

かんだ︒﹁のり付けに同年﹂と

っている︒

の人に味わってもらいたいと思

ンティアがあることを知った︒

言うほど︑技術習得には時間が

(比留間陽介)

かかる︒水戸に戻ってからも続

