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◎ １０月を楽しもう
令和初の国体が茨城で開かれています。皆さんこぞって応援しましょう！ そして おもてなし
いきいき茨城ゆめ国体（9/28～10/8） いきいき茨城ゆめ大会（10/12～14）
スポーツの秋到来ですね、思いっきりウオーキング・ハイキングを楽しみましょう。そして 10 月は
衣替え（中国にならって平安時代の宮中で定着した習慣です）・十三夜（十三夜に曇り無し）
・体育の日
伊勢神宮「神嘗祭」・天皇「即位礼正殿の儀」えびす講・10/31 はハロウイン
神無月とは、日本中の神様が出雲に集まり諸国から神様がいなくなる月です。でも恵比寿様だけは
神々の留守を守るため諸国に残りました。恵比寿様に感謝をしつつ商売繁盛・五穀豊穣を祈ったのが
えびす講の始まりだそうです。皆さん知っていましたか？ネット検索で勉強になりました。
今月の代表的な花は、秋桜（コスモス）
・金木犀（キンモクセイ）・藤袴（フジバカマ）
・背高泡立草
（セイタカアワダチソウ）等 花々を愛でながら例会、水戸歩の後援行事に参加してエンジョイ❣
〇

8/4 さぎそう鑑賞ウオーク 遅くなりました。皆さん元気ですね！
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（写真提供：福田実さん）

〇

例会レポート

9 月 1 日（日）偕楽園一筆書きウオーク

１０㌔

リーダー：西口、サブ倉持、スィーパー鬼沢・福田、アンカー原田・朝川、ストレッチ：渡邊
参加者 会員１7 名 一般 28 名 合計 45 名

天候：曇り、蒸し暑い

曇り空の下 水戸駅北口をスタート。水戸芸術館にて水分補給を兼ねて休憩、湿度が高く猛暑そのまま。
偕楽園表門より吐玉泉へ 9 時５５分着。木漏れ日の中で蝉しぐれが見事でした。
6 銘木を巡りながら花の時期であったら、色や形、香りなど、ゆっくり愛でながら水戸徳川家の歴史を辿る
ことも素晴らしいと感じた。今の時期は盆栽のように樹形を楽しむのがポイントと観光ボランティアガイド
の方が教えてくれた。確かに樹形の曲は見事ですね。ハギの蕾はまだ小さすぎて花の姿は少なかったが
大きなボンボリの様な形をしたいくつもの鮮やかな緑のハギ山は美しかった。今年はすずむしを育成して
くださっていた方のご都合で恒例の放虫はありませんでした。見晴らし広場にて押印中、突然の雨、瞬時に
止んで無事。帰路は千波湖経由で桜川沿いに歩く途中で心地よい風が堤防に沿って吹いてきた
まるでお疲れ様の挨拶のように

（レポート：原田よし江さん）

偕楽園の左近の桜が９日の台風で倒壊しました。腐食が進んでいたようです。今回が見納めでしたね

梅林の中を歩く

6 銘木虎の尾 西口さん説明

さるすべりの花

（写真提供：朝川憲さん）
偕楽園記の碑の前で
偕楽園アラカルト

門について

好文亭を望む

ハギが少し咲いていました

経歴から４つに分類される

① 基本的に創建当時の門～表門・一の木戸門・中ノ門
② 戦災で焼失後、昭和３３年に復元～芝前門・南門・櫟門（ｸﾇｷﾞ）
・路地門（不明）
③ 明治維新後新設された門～御成門（明治 23 年）
・東門（昭和 33 年）
・西門（平成 19 年）
④ 文献にはあるが現存しない門～清香門（清香亭に入る門かも？）
・仙湖門（臨時停車場から入る所）
門のおおきさ順に 表門⇒南門⇒（中門・一の木戸門・芝前門）⇒櫟門
あなたはどの門が好きですか？

ちなみに私は櫟門です。偕楽園が有料化になるので園内の説明を少し

ずつ掲載したいと思います。次号は二名匠碑・遺徳碑・青我遺徳碑・偕楽園記等です
（参考文献 茨城の城門 小野寺靖 著）
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9 月 25 日（水）ひたちなか海浜鉄道応援ウオーク １０㌔

リーダー：福田、サブ：渡邊、スィーパー：倉持・原田、アンカー：小森・千田、
ストレッチ：小森、ゲキ：外岡
参加者 会員 11 名 一般 311 名 合計 42 名

天候：うす曇り

今回のイベントは地元の鉄道「ひたちなか海浜鉄道湊線（勝田～阿字ヶ浦 10 駅、14.3 ㌔）」を利用して
勝田駅より乗車して集合地の磯崎駅で下車。海浜鉄道吉田社長のお出迎え、歓迎と激励の挨拶を頂きました。
9 時スタート、最初に東進して海岸線へ向かう道路に出た。森を抜けて下り坂にさしかかると急に目の前が
開け太平洋が一望でき、参加者から感激の声が上がった。その後海岸沿いの歩道を南下、おさかな市場を目
指した。この海岸道路はひたちなか港～阿字ヶ浦海岸～平磯白亜紀層～平磯港・海水浴場～姥の懐～
おさかな市場へと通じる散策コース。天候にも恵まれ平磯海岸からおさかな市場までの 6～7 ㌔を心地よい
海風を感じ、広い太平洋を眺めながらのウオーキングを楽しんだ。魚市場前で記念撮影・参加者紹介等して
解散。魚市場見学、買い物、昼食など各自で楽しんだあと、那珂湊駅から帰途についた。
（レポート：渡邊昭知さん）

ＰＳ 那珂湊駅から日本テレビの撮影隊と俳優（？）が乗車、放映をお楽しみに！

吉田社長のご挨拶

磯崎駅スタート

海を見ながら休憩

白亜紀層海岸
〇

記念撮影 乗車券

事務局通信
IVV 回数記録認定 1700 回 降旗紀子さん

IVV 距離記録認定 8000 ㎞ 外岡文江さん

おめでとうございます。無理せず、のんびり歩いてください
〇カレンダー
10/6

ピンクリボン㏌千波湖（渡邊・鬼沢・福田さん）取手市民ウオーク大会も同日開催されます。
こぞって皆さん参加しましょう！

10/12

JA 水戸ウオーキング大会（倉持・外岡さん）

10/15

見川市民センターウオーキング教室（渡邊・朝川さん）

11/1～4 日本スリーデーマーチ（東松山）西口さん
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例会予定 １０月～１１月
10 月 2 日
（水）

水戸大通りクリーンウオーク

11 月 16 日

担当：役員

（土）

那珂旧宿場歴史散策の道
担当～朝川班

認定・距離

10 ㌔

水戸駅北口 9：40

集 合

額田駅 8：45

スタート

10：00

スタート

9：00

コース

銀杏坂～大工町 右・左コース

コース

額田駅～引接寺～阿弥陀寺～額田城

解

11：30 頃予定

認定・距離
集

合

散

道紀行 108035

鹿嶋八幡神社～鈴木家住宅～額田駅

参加費

無料

解 散

13：20 頃

見どころ

歩かせて頂く水戸に感謝しての

参加費

会員外 300 円

恩返し活動です

見どころ

寺社・仏閣や額田城址の歴史

その他

軍手・ビニール袋・手ばさみ等

役員会

13：00～15：00

中学生以下

無料

旧三の丸庁舎 交流センター
10 月 23 日
（水）

真崎古墳群から虚空蔵尊 W

11 月 23 日

担当～渡邊班

認定・距離

10 ㌔

集

１0 ㌔ JVA 道紀行 108019

常磐線東海駅東口前 9：15

集 合

水戸駅 北口 8：30

スタート

9：40

スタート

8：50

コース

東海駅～真崎古墳群～村松青巒

コース

水戸駅～旧三の丸庁舎～八幡神社～

解

散

18

担当～渡邊班

認定・距離

合

JVA

（土）

水戸晩秋ウオーク

～虚空蔵尊～村松コミセン～

祇園寺～歴史館～もみじ谷～偕楽園

東海駅

～水戸駅南口

14：00 頃予定

解 散

12：00 頃予定

参加費

会員外 300 円 中学生以下無料

参加費

会員外 300 円 中学生以下無料

見どころ

８基の古墳群と虚空蔵尊

見どころ

水戸の錦秋コースを訪ねる

１２月 7 日

忘年ウオーク

白砂と青松のコントラスト
水戸歩く会後援行事
１０月 6 日

第７回ピンクリボン W ㏌千波湖

１０月 12 日

JA 水戸ウオーキング大会

（土）
１２月 14 日

千波湖・桜川・備前堀・逆川緑地

水戸駅南口、新ＨＲ予定、すし屋
千住界隈散歩（青春１８切符活用）

（土）

上記問い合わせ先～渡邊（ワタナベ）029-285-1592 までお願いします。
【編集後記】
久しぶりに仲間と旧七会村の鶏足山（430.5m）に登りました。舗装道路を歩くウオーキングとは
また違った感じで心地よい汗をかき、展望を楽しみました。ハイキングもオプションとして計画して
みようかなあ～ 今月号で 2 回目となりますが、会員や例会参加者・官公庁や各種団体へ情報提供も
兼ねて配布していますがウオーキングに興味を持ってもらえれば幸いです。
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