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◎3 月を楽しもう
現役世代は締めくくりの月で、年度替わりになります。学年・卒業・人事異動・会計年度、新たな
年度、新生活へ入りますね。進学、就職とプレッシャーもかかる時期
当会も次年度の例会企画（案）が出そろい候補の絞り込みが佳境を迎えています。乞うご期待‼
メジャーイベントは「ひな祭り」「ホワイトデー」
。そして色々なスポーツがスタートします
プロ野球・Ｊリーグ・大相撲・ウオーキング等、なにかお忘れではありませんか？ 3 月といえば
水戸の梅まつりそうですね、そして水戸歩く会最大のイベント第 9 回水戸観梅ウオークがあります
残念ですがコロナウイルスの感染症が拡大しているなかで安全な大会運営に支障をきたすおそれが
あることからやむなく中止することにしました。3/25 のいわき街道も同様に中止とします。
◎ トピックス‼

県民健康づくり推進事業功労者（団体の部）保健福祉部長賞 水戸歩く会受賞‼

2 月１９日（水）令和元年度 県民健康づくり表彰式が茨城県庁 9 階講堂で行われました
水戸歩く会からは渡邊会長・倉持副会長が出席し表彰されました。川上会長時代から現在まで会員
各位のウオーキング・健康活動の賜物と思います。今後の活動を発展させていきましょう
皆様おめでとうございました。
【業績評価】推薦部署：健康・地域ケア推進課
多年にわたりウオーキングイベント等を通じウオーキングの効用と楽しさを伝えるとともに、会報や
ホームページを活用して各地の大会へ参加を呼びかけるなど、広く地域住民への普及と健康づくりの
推進に貢献している。
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◎偕楽園の６銘木と門を紹介します

上段左より 裂公梅、白難波、月影

偕楽園の門

（茨城の城門

下段左より

江南所無、柳川枝垂れ、虎の尾（茨城県の HP より）

小野寺靖著より）

① 基本的に創建当時の門～表門・中ノ門・一の木戸門
② 戦災で焼失後、昭和 33 年に復元～芝前門・南門・櫟門・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）
〇例会レポート

2 月 5 日（水）第 9 回水戸観梅ウオーク 23：15 ㌔コース下見

スタッフ 19 名参加

第 7 回大会の県庁コースを反対回りにするコースを下見する。ポイントは田鶴鳴梅林を抜けた花追橋と
ようちょう橋の立哨をどうするか？ 茨城県庁の矢貼りか立哨か、逆川を下るコースは安全か？この３点
に絞って行う。結果は花追橋・ようちょう橋⇒立哨、茨城県庁⇒立哨、逆川⇒さくら通り歩行と決定する
チラシ案内は逆川コースでしたがさくら通りにマップも変更します。ご迷惑をおかけします。
当日はまさにウオーク日和で県庁２５階の展望テラスは絶景でした。大会当日も快晴に恵まれたいと願う
ばかりです。スタッフの皆様 大変お疲れ様でした。

2 月 15 日（土）南郷道パートⅢ

８㌔ 会員 14 名一般 41 名

（レポート：朝川憲さん）

合計 55 名

天候晴れ

リーダー朝川・柳林 スィーパー西口・鬼沢 アンカー沢幡・渡邊 ストレッチ沢幡
曲がり屋つるし雛
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南郷道を歩く

週間予報では天候が危ぶまれたが、目覚めてみれば最高じゃないですか‼60 枚用意した地図があっと
いう間にさばけました。テレビ朝日で紹介された曲がり屋のつるし雛を童心に戻り見学しマンホール
カードを頂く。南郷道を北進し、ふれあいセンターよしので休憩し、早めの押印（HR）参加者紹介し
鷲神社で小休止、比丘尼の墓は常福寺に移されたか？現在整備中。木内酒造で梅酒の試飲、数が足りな
くて試飲できなかった方は申し訳ありませんでした。ごめんなさい 酒粕等買い求めて鴻巣駅に定刻前
に到着。クールダウンを西口さんにお願いし、IVV 配布で散会しました。次年度は比丘尼街道を予定
しておりますので乞うご期待‼
マンホールカード

（レポート：朝川憲さん）
鷲神社

白鳥４０羽

（写真提供：西口・朝川さん）

2 月 19 日（水）第 9 回水戸観梅ウオーク 23 ㌔コース下見

スタッフ 19 名参加

２３㌔前半コースの下見、水戸学の道（白壁がやけにまぶしい）復元なった大手門、弘道館前にトイレ
駐車場が整備された。横断歩道に立哨を置く。下って右折にも立哨。あとは矢貼りとチョークとする
水府橋を右折し寿橋を渡り、ファミリーマートで小休止（トイレ休憩場所とする）
。那珂川堤防沿いに沿
って歩く。水戸大橋手前の十字路左折（新規ポイント）
。迷う場所もないのでチョークで誘導とする
桜川散策路へ誘導し水戸駅で解散。これで矢貼りと立哨ポイントが終了。大会前日に矢貼りをするのみ
那珂川～桜川は一本道なのでお疲れになったでしょう。ご苦労様でした。 （レポート：朝川憲さん）
【お知らせ】
新年度を迎えるにあたり、会員継続のお願いと歩く仲間に声掛けをして会員にお誘い下さい。
新規会員大歓迎です。総会のお知らせは別途ご案内します 欠席のなきようお願いします
台風 19 号災害義援金を水戸歩く会から 8,000 円を日本ウオーキング協会に送付しましたことを
お知らせします。ご協力ありがとうございました。
〇カレンダー
3/3 代表者会議～渡邊会長出席
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例会予定

3 月～4 月

3月1日
（日）

観梅プレウオーク（８㎞）本番想定
担当～朝川・鬼沢班大会スタッフのみ

認定・距離

8㌔

集合

団体歩行コース

4月5日
（日）

安塚公園・北浦湖畔巡り
担当～西口班

認定・距離

8㌔

8：40 水戸駅南口さくら東公園

集合

新鉾田駅 9：10

スタート

9：00

スタート

9：30 新鉾田駅

コース

水戸学の道～芸術館～歴史館～

コース

偕楽園西門～田鶴鳴梅林～桜川
解

散

その他

大会中止
烟田城址～エコハウス～
安塚公園～巴川～新鉾田駅

12：00 頃

解

散

コースの点検、弘道館公園案内

見どころ

13：00
桜と菜の花のコラボ、野鳥観察
烟田城址（氷川神社）

3 月 14 日
（土）

第９回水戸観梅ウオーク

4 月 22 日

日本国内で新型コロナウイルス

（水）

認定・距離

感染症が拡大している状況で各種

集

イベントが中止され、本大会も

合

スタート

集

合

交通安全啓蒙活動・総会
担当～役員
9：00 生涯学習センター
（交通安全教室）

大会中止

安全な大会運営に支障をきたす

交通安全ウオークと総会

おそれがあることから、やむなく

については後日案内します

コース

中止することとしました。

参加費

誠に申し訳ありません。

その他

第１０回大会を楽しみにして下さい

集

13：00 生涯学習センター
総会

解
見どころ

合
散

その他

15：00 予定
年会費 2,500 円、保険 600 円
総会時持参願います

3 月 25 日
（水）

いわき相馬街道（水戸：下市）

4月5日

担当～朝川班

安塚公園・北浦湖畔巡り
ねんりん切符（1,500 円）

認定・距離

観梅ウオーク同様中止といたします。

70 歳以上の方対象に鹿島線

集

今年できればオプションとして開催を

乗り放題です

検討したいと思います。

発売場所

合

スタート
コース

茨城交通水戸駅前案内所

解

水戸駅北口中村ビル 1F

散

その他
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】
会報の原稿が出来上がって印刷の段階に入ろうとしたら、各種イベント中止の情報。観梅ウオークを
開催するかどうか役員で検討した結果、大会を中止することに決定しました。大会を楽しみにしてい
た方々に大変申し訳なく思っております。来年度の大会までお待ちください。
感染しないよう、手洗いをキチンとしマスク着用で出かけましょう
仕事で品川まで出かけますがあまり物に触らず、何処にも寄らないで帰ることにします
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