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ひたちなか健歩の会は、今年６月で創立１０周年を迎えます。
これを機に会報をリニューアルし、皆様がより多くのウオーキングに参加できるよう
ウオーキングの情報を更に充実させてまいります。

２月の例会ウオーク便り
２月３日（日）に「石岡の街並みと歴史ウオーク」が実施されました。
当日は暖かく天候に恵まれ、会員４６名・一般４２名の計８８名と多くの参加者が有りました。

常陸国分寺跡に入る参加者

総社宮の節分会で賑わう参拝

石岡の街並みと歴史ウオークの感想文

石岡駅に着き、受付で「今日は節分！」と言わ
れました。出発、すぐ隅の宮福徳神社へ、そこ
では氏子の人が節分会の準備をしていました。
邪魔にならないように次の国分寺跡へ、国分寺
跡への途中筑波山の素晴らしい姿を見ることが
できました。若宮八幡神社、そして常陸国衛跡
を見て昼食。 陣屋門から常陸總社宮へ歩いて
いくと親子連や孫の手を引いたお祖父ちゃん
お祖母ちゃんと一緒になり境内に入って行き

中には大勢の氏子の人達が集まっており、そう
するうちに笙・横笛などを先頭に神官・年男の一行
が本殿に入って、そして神楽が上がり私達は時
間がなくここで神社を後にしました。
最後まで見られず残念でした。
この様な節分会を見ることができ楽しかったです。
中町通りから漫画家の手塚治虫氏の先祖の墓
がある清涼寺。続いて大掾氏の墓のある平福寺
へ、最後は鈴の宮稲荷神社を巡りそして駅へ。

ました。
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定例会の御案内

第15７回 笠間の街並みと芸術の森ウオーク
歩きたくなる道５００選 ： ０８－０３

1 期 日 ： 平成3１年３月１０日（日）
ヘルスロード ４ ・ ２５１
2集
合 ： JR水戸線 笠間駅 ９:30
3 コース ： 笠間駅～陶の小径～笠間芸術の森公園～佐白山の豆腐屋～佐白山ろく公園～大石邸跡
～笠間稲荷神社～笠間駅 《団体歩行 １０ｋｍ》
4解
散：JR水戸線 笠間駅14:00頃予定
5 見どころ ： 陶の小径陶芸店や芸術の森のオブジェなど、また佐白山の豆腐は絶品でありお勧め。
6 計画担当 ： 幡谷・黒澤・山縣
7 計画担当者からのミニ情報 ：
稲荷神社 拝殿の奥にある御本殿には、江戸時代の名匠たちの彫り物があり
一見の価値があり。キツネの石像もたくさん有ります。

第15８回 第20回古河まくらがの里・花桃ウオーク
1期
2集

日 ： 平成3１年３月２４日（日）
合 ： 古河福祉の森会館（芝生広場）９:30（スタート）
会場は従来の公方公園から変更に成りました。
3 コース ： 古河名所旧跡コース（20K）桜と街道コース（15 K））歴史と美術館コース（7 K）
4 解 散 ： 古河福祉の森会館（芝生広場）16時以降予定
5 見どころ ： 野木神社、雀神社・歴史博物館など古河の歴史を歩く。

第15９回 日立の歴史と桜ウオーク
新日本歩く道紀行１００選 ： １０８０２８

1 期 日 ： 平成3１年４月６日（土）
ヘルスロード ３５・３６
2集
合 ： JR常磐線 日立駅西口駅前 ９時
3 コース ： 日立駅～桜１００選平和通り～日立市役所～熊野神社～神峰神社～かみね公園
～吉田正記念館～かずさがわ児童公園（解散）～日立駅 《団体歩行 １０ｋｍ》
4 解 散 ： かずさがわ児童公園 13:30頃予定《かずさがわ児童公園から日立駅までは自由歩行》
5 見どころ ： 「日本の桜100選」平和通りには染井吉野が約130本植えられており、春には見事な
桜並木のトンネルに成ります。
今年の日立桜まつりは4/1日～4/14日に開催予定、ユネスコ無形文化財の
「日立風流物」は4/6日・4/7日の２日間のみ公開と成ります。
6 計画担当 ： 池田・宮崎・大越
7 計画担当者からのミニ情報 ：
２月１０日に下見ウオークを実施しましたが、日立市役所は現在７階建ての新庁舎を建設中
市役所のシンボルである大屋根も完成し、外廻りの最終工事が進んでいました。
大屋根広場には１周３００ｍのウオーキングコースが設置される計画で、現在「いばらき
ヘルスロード」の公認申請中です。
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事務局からのお知らせ
1 2019年度総会：会創立10周年記念の会のご案内
2019年度総会は、「健歩の会」創立10周年記念の会と同時に下記の通り実施致します。
1)

日

時 ： 2019年4月21日（日） 9：20～12：20
受付けは、9：00から開始します。

2)

場

所 ： ひたちなか市文化会館 大会議室（1階）
勝田駅から徒歩約15分、湊線・日工前駅から徒歩約5分
無料駐車場があります。（自家用車 410台分）

10周年記念の会では、10年間の歩みのスライド

会員には案内チラシを配布済みですの

上映をメインに、お弁当をいただきながら歓談を

で、3/10(日)までに「出・欠」の連絡をお

お楽しみいただけるよう準備を進めております。

願い致します。3/10(日)の例会「笠間ウオ

是非ご出席ください。

ーク」参加時にスタッフに提出して頂いて

また、記念品として「マフラータオル」を用意して

も結構です。

います。楽しみにしてください。

2 2019年度 会員登録の件
「2019年度総会・会創立10周年記念の会」の案内チラシに併記してある、会員登録も宜しく
お願い致します。総会の基礎資料に必要ですので、期限（3/10(日)）までに提出（又は連絡）
をお願い致します。期限までに連絡がない場合（又は連絡が取れない場合）は、前年度維持
とさせて頂きますので、ご了解願います。尚、休会の方へは、別途確認します。

3 2019年度会員募集

入会費

1,000円

新会員を募集します。会員からの知人・友人紹介も

年会費

2,000円

歓迎します。入会受付は随時行っておりますので、

夫婦会員は2人目から

1,000円

申し出ください。「入会申し込書」をお渡しします。

保険代

600円

4 平成30年度 茨城県健康づくり推進事業功労者 表彰者紹介
NPO法人茨城県ウオーキング協会の推薦に
より、保険福祉部長賞・個人の部で健歩の会
から小泉文男会長と池田輝子副会長のお二
人が受賞されました。お二人は、長年のウオ
ーキングを通しての健康づくり推進事業の功
績が評価されての受賞となりました。
おめでとうございます。
表彰式は、2/19(火)茨城県庁で行われました。
表彰式の様子

＜おめでとう!記録認定者の紹介＞

（敬称 略）

★例会参加回数

40回 ・會澤 剛毅

50回 ・小原 澄子
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・小杉 隆俊

IWA・JWA・他団体からの連絡・情報
近隣の団体などの行事、大会を紹介します。
期 日

行事名・主催団体

3/8(金) 日立BRT南部ウオーク
常陸太田W

集

合

JR大甕駅

水戸歩
3/23/24 第20回古河まくらがの里
(土・日) 花桃ウオーク
JWA,IWA,古河悠歩

見どころなど
道の駅でのランチ、
ショッピング

8:30

水戸W
3/16(土) 第8回水戸観梅ウオーク

JVA 10ｋｍ

9:00

3/9(土) 第18回水戸ヘルスロード 三の丸庁舎広場
観梅ウオーキング大会

距離・認定など

JVA 8/15km

梅香る水戸の歴史巡り

HR,500選

弘道館、水戸城址（薬医

県MW賞

門、大手門）、偕楽園など

水戸駅南桜東公園 JVA 8,15,25km
8:00

偕楽園の梅林など

500選、県MW賞

25kmの楮川ダム

23日 7,15,20.30km

古河の歴史と街並み

（芝生広場）

24日 7,15,20km

※健歩の会 例会参加

受付 7：30～

500選、HR,KKML

福祉の森会館

3/25(月) 陸前浜街道ウオークⅡ-① 高萩市文化会館前 JVA A:11 /B: 7ｋｍ 陸前浜街道ウオークⅡ
高萩～十王

9:00

B:HR,道紀行100選

高萩W
3/27(水) 城里ゆかりの先人を訪ねて
水戸歩
4/6(土) 風土記の丘 しだれ桜

水戸歩

常陸風土記に因む神社

ホロルの湯

JVA 10ｋｍ

9:00

小松寺の枝垂れ桜
ふれあいの里、ホロルの湯

石岡ステーションパークJVA 12ｋｍ

8:50

風土記の丘の枝垂れ桜
日本一大きな獅子頭

行事に関する連絡先
団体名

シリーズの1回目

会長・団体代表

電話・FAX

高萩ウオーキングクラブ

間下 彰

0293-22-4809

常陸太田ウオーキングクラブ

石橋 秀雄

090-2433-0821
FAXはなし

水戸歩く会（水戸歩）

川上 清

029-251-3246

水戸ウオーキングクラブ（水戸W）

菅原 利満

029-257-2001

古河悠歩の会

佐藤 邦彦

090-8502-8951

代表指導者 菅原公子
IWA指導者会からのご連絡
「ウオーキング教室指導書」に基ずき代表指導者の指導内容統一を
計るため指導研修会を行う予定です。
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