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ＭＷＡニュースと私

清

水戸歩く会

顧問（前会長）川上

029-285-1592

水戸歩く会（ＭＷＡ＝ mito walking association の略）が誕生したのは平成 18 年５月 13 日です。
その月の 20 日にはＭＷＡニュース ＭＷＣニュースより再生第１号として発刊しました。
平成１７年３月１日発行のＭＷＣ通信第１２号を発刊していましたので、MWA ニュースへの切り替え
発行はたやすくできました。第１号は次の言葉でスタートしました。

水戸歩く会が再生す！
ウオーキングを愛する皆さん

！

皆さんの総意で水戸に本当のウオーキングを拡げようと

する「水戸歩く会」が再生する形で復活しました。ご支援を続けて下さった皆さんに心より
感謝のお礼を申し上げます。水戸ウオーキングクラブは３年過ぎたところで、創設者の
私の考えとは全く違った方向へ行き、私は心の無い人たちから直接運営の一線から遠ざけ
られてしまう仕打ちを受けました。水戸のウオーキングから見れば逆行することでしたが、
誰もいさめることもなくそのまま進みました。やむなく私は次の手を模索しました。
その結果４年間で１３９コース

５４２㌔に育ったいばらきヘルスロードを活用しようと

決意しました。その後は皆さんがよくご承知の通りです。今年の桜を一部の方と味わい、
改めてウオーキングで訪れる各地にわが郷土の素晴らしさを発見しました。そして１３日を
迎え、再生の日となりました。（水戸歩く会申し合わせは省略）
仮称水戸ヘルスロードを愛する会の名称を検討しましたが、ヘルスロードを活用するのは
良くても長い名称であるところから発会では水戸歩く会名にしぼり発足しました。
このような背景を持ち、水戸歩く会はその後いばらきヘルスロードの発展と共に成長し、
多くの会員がヘルスロード３賞を取得する時期が続きました。ヘルスロード賞は県知事賞として
毎年２月県庁舎内で多くの健康賞が贈られる中、最初に受賞の光栄に浴しました。
水戸市のヘルスロードは現在６７コースの多さを誇ります。受賞された会員から積極的に提案が
進み、この数字を残しています。自らウオーキングを楽しみながらウオーキング環境の拡大にも
貢献してきたことを裏付けます。以上水戸歩く会の当初を振り返りました。
発刊から 160 号まで 13 年半の間、会長兼会報誌作成にご尽力を頂き誠にありがとうございました。
会員一同 志を受け継いで励んで行きたいと思います。一旦川上顧問は筆を擱きますが再登板の
機会も設けたいと考えておりますので乞うご期待下さい。
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例会レポート

７月２７日（土）伊能忠敬の街

千葉・佐原ウオーク

コースリーダー：渡邉、サブ福田 ストレッチ倉持
参加者 会員１0 名 一般 18 名 合計 28 名

１０㌔
ゲキ 福田

天候：雨のち晴、蒸し暑い

朝の移動時には雨だけでなく風もあり”今日は雨の中のウオーキングかな”と懸念されたが、佐原駅を
出発する頃は雨もすっかり上がり、ウオ－キング日和りとなった。佐原駅から一路東進して小野川に出、
川沿いには柳が植えられた風情のある道を南進し、まもなく忠敬橋脇を右折、馬場本店酒造見学となり
ました。江戸時代の創業らしく歴史を感じる醸造所などを見学。皆さん高級みりんの試飲の味はどうでした
か？次に向かったのは、伊能忠敬旧宅見学。ここでは、すぐそばのジャ-ジャ-橋から流れ出る水を見ること
ができ、その後旧宅や記念館見学の時間をとりました。11 時頃には佐原町並み交流館に到着、ここで昼食
タイム、ゆっくりできてありがたいですね。11 時 45 分出発、今度は、観福寺（伊能忠敬菩提寺）へ向か
いました。ここでは静かな時を過ごせました。あとは、佐原駅まで安全にウオ－ク！皆さん遠い所にもかか
わらず多数の参加、ありがとうございます。お天道様に感謝、さすが、静かで、おちついた町並、また来て
みたいコ－スでした。

小野川沿いを歩く

（レポート：福田実さん）

ジャージャー橋を渡る

伊能忠敬旧宅
記念撮影

観福寺で参加者紹介
（写真提供：朝川憲さん）

８月４日（日）サギソウ鑑賞ウオーク

１０㌔

コースリーダー：倉持 サブ外岡・鬼沢 ストレッチ渡邉
参加者 会員 18 名 一般 28 名 合計 46 名

ゲキ 外岡

天候：猛暑 36.6 ℃

猛暑日が続く中、有り難いことに遠方よりたくさんのウオーカーが参加してくれました。赤塚駅を定刻
通りにスタートし、途中大塚池にて水分補給を兼ねて休憩をとり半周して成就院へ向かいました。
気候が大きく左右しているせいか今年のサギ草は少し寂しかった。かき氷の接待を受け、
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水辺の歌声喫茶聴きながら一時を過ごしました。福田カメラマンの記念撮影にお澄ましてﾊｲﾎﾟｰｽﾞ
帰路は酷暑を考慮してショ-トカット（熱中症予防）し大塚池風通しの良い場所で恒例のお名前紹介後
元気な足取りで無事フィニッシュできましたことに感謝申し上げます。
サギ草はお盆前後が花盛りだそうです（川上顧問より）

大塚池で水分補給

（レポート:外岡文枝さん）

元気に出発！

成就院を後に

みごとなサギソウ

恒例のお名前紹介（担当班が今後紹介します）
（写真提供：西口利雄さん）

８月 17 日（土）太平洋はだしウオーク １1 ㌔

主催：高萩ＷＣ

（水戸歩例会扱い）

高萩ＷＣの皆様お世話になりました。すいかとアイスの差入ごちそうさま！
バンクシー？ 絵が堤防に描かれていました。 水戸歩参加者 10 名
〇

事務局通信

6/29 に実施した新治郡衙跡から上野沼界隈散策ウオークが筑西市の
広報誌に掲載されました。
改めてボランティアスタッフの皆様お世話になりました。
尚 筑西ケーブルテレビで放映されたＤＶＤを後日回覧します
視聴をお楽しみください。
＊例会実績 4～8 月（平均値）例会９回 会員 13 名 一般 28 名
合計 41 名
〇

会員の積極参加を希望します。

カレンダー

９/４
9/5

イオン内原 ウオーキング教室（西口さん）
サムライブルーウオーク in カシマ（渡邉・西口さん）

9/11 ＪＡ水戸 ウオーキング教室（川上・倉持・外岡さん）
日程一任 会報配布（IWA・MWA ニュース）～川上・渡邉さん
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〇例会予定 9 月～10 月
９月１日（日）

担当・西口班

JVA 偕楽園一筆書きウオーク
①

集合

②

10 月 6 日（日）
10 ㌔ HR 有り

水戸歩く会・後援

第７回ピンクリボンウオーク in 千波湖 2019

水戸駅北口 8：30

① 集合

千波湖水戸黄門像前 8：00

スタート ９：00

② 解散

11：00 頃予定

③

コース

南町～偕楽園～千波湖

③ コース 千波湖内側コース・外周コース

④

解散

１２時頃 弁当なし

④ 参加費無料 オリジナル T シャツプレゼント

⑤

見どころ ６銘木を一筆書きで巡る

乳がんは早期発見すれば約 90％が治ると言われて
います。定期的な健診を受けましょう

９月 25 日（水）

担当・渡邉班

JVA ひたちなか海浜鉄道応援ウオーク
①

１０月 23 日（水）
10 ㌔

担当・渡邉班

JVA 東海真崎古墳群から虚空蔵尊ウオーク１０㌔

集合 ひたちなか海浜鉄道湊線磯崎駅 8：40

① 集合

JR 常磐線東海駅東口 9：15

（勝田発 8：08 乗車が便利 磯崎駅 8：34 着） ② スタート 9：40
②

スタート 9：00

③

コース

③ コース

白亜紀層海岸～平磯海岸～姥の懐

真崎古墳群～村松晴嵐～虚空蔵尊
村松コミセン（昼食）～東海駅

おさかな市場～那珂湊駅

④ 解散

12：00 頃予定 弁当なし

⑤ 見どころ ８基の古墳群と虚空蔵尊

④

解散

⑤

見どころ 車窓からの田園風景

東海駅東口 14：00 頃
白砂と青松のコントラスト

海岸散策と潮風の心地よさ
⑥

ヘルスロード 168、183、184

１０月２日（水）

担当・会員

１０月 12 日（土）

水戸大通りクリーンウオーク＆役員会

水戸歩く会・後援

JA 水戸ウオーキング大会

①

集合

水戸駅北口 9：40

詳細わかりしだい案内します。

②

スタート 10：00

③

コース

銀杏坂～大工町 右・左コース

☆１１月の予定

④

解散

11：30 頃

１１月 16 日（土）

⑤

持ち物

軍手・ビニール袋・手バサミ

JVA 那珂旧宿場歴史散策の道 道紀行 108035

⑥

役員会

三の丸庁舎交流センター

IBARAKI ウオークフェステバルのため日程が変更

13：00～14：３０予定

になっています。ご了承願います

＊歩かせて頂く水戸に感謝しての恩返し活動です
役員は全員参加願います

１１月 23 日（土）

参加費は無料

担当・渡邉班

JVA 水戸晩秋～水戸の紅葉を心ゆくまで堪能

上記例会は 参加費 300 円 小中生は無料。問い合わせは

渡邉（ワタナベ）まで 029-285-1592

編集後記
今月から川上顧問より引き継いで会報を作成することになりました。文章力がなく、四苦八苦・悪戦
苦闘しながら原稿作りに取り組んでいます。会員各位からのレポートがあれば掲載しますので
ふるってご応募願います。
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