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２０１９・
４月の例会ウオーク便り

４月６日（土）に「日立 さくらまつりウオーク」が実施されました。
当日はお花見日和に恵まれ、会員40名・一般33名の計73名と多くの参加者が有りました。

桜塚（左奥）へ向うウオーカー

熊野神社内の染井吉野桜に囲まれて

日立 さくらまつりウオーク 寄稿文
帰途の電車内で他団体から今回の「健歩の会」
に参加して頂いた女性と一緒になり歩く事の意
義についての話をした。彼女は数年前に脳溢血
でたおれ生死の狭間をさまよったそうです。幸い
無事退院しリハビをし歩けるようになったそうです、
その後、自分自身の足で好きなところに行けるこ
と、そして歩く会を通しての色々な人との出会い
を感謝している・・・等々を話してくれました。
平成最後の「健歩の会」は昔を思い出すと同時
に人生の色々な事を教えてくれた気がしました。
最後に「ある町の高い煙突」という映画のパンフ
レットを手に入れました新田次郎原作で日立市
に有った大煙突をテーマにした映画です、６/１４
からロードショウだそうで見る価値があるかなと思
います。

今回のコースは日立市の平和通りの桜並木、日
立市役所、熊野神社を経由し久しぶりの神峰公
園である。久しぶりの神峰公園である、少し風は
強いが天気に恵まれ絶好のハイキング日和であ
る。久しぶりの神峰公園は山頂まで綺麗に整備
されジェットコースター始め沢山の乗り物が見受
けられ、おまけに作曲家の「吉田正」記念館まで
あった。記念館ではヒット曲の「何時でも夢を」「誰
よりも君を愛す」等々の曲を聴き、しばし若いころ
を懐かしく思い出した。桜は熊野神社が素晴らし
かった、木々の手入が行き届いており期待に応
えた見事な開花状況であった。神峰公園を後に
し公園で休憩／昼食後解散となり平和通りの風
流物の山車をみながら帰途に就いた。途中見事
な「太鼓の芸」を披露する団体がいて演奏は素
晴らしかった。
－１－

定例会の御案内

第161回 ひたちなか海浜公園 ネモフィラ ウオーク（再掲載）
新日本歩く道紀行１００選 ： １０８００３
県マスターウオーカー賞大会

ヘルスロード １６

1期

日 ： ２０１９年５月５日（日）

2集

合 ： 《１２km コース》 JR常磐線 勝田駅西口駅前 ９時

3

4
5
6

《６km コース》 馬渡埴輪遺跡公園
10時30分
コース ： １２kmコースと６kmコースの２コースを準備
☆１２kmコース ： 勝田駅～昭和通り～松戸体育館～馬渡埴輪遺跡公園 《ここから自由歩行》
向野団地～追分Y字路～馬渡十字路～海浜公園西口ゲート前
★６kmコース ： 馬渡埴輪遺跡公園 ～向野団地～谷津の道～馬渡十字路～海浜公園西口
《全て団体歩行》
ゴール ： ひたち海浜公園西口ゲート前、最終ゴール時刻 13:00
※ひたち海浜公園入園後は自由行動。帰路JR勝田駅までは、バスをご利用ください。（運賃 400円）
見どころ ： 国営ひたち海浜公園（みはらしの丘）の空とネモフィラのブルーが溶け合う絶景
計画担当者からのミニ情報 ：
今年は★６kmコースを計画しました。
中学生以下の公園・入園は無料です。 小・中学生の参加費も無料です。
ゴールでは、「水戸ヤクルト販売株式会社」様からの協賛品 ”ヤクルト”をサービス致します。

水戸ヤクルト販売株式会社
水戸市谷津町1-35
℡ 029-251-8960
0120-29-8960

第162回 水戸のアジサイ巡りウオーク
1期

ヘルスロード２・１５４・１７６

日 ： ２０１９年６月３０日（日）

2集

合： 《１０Kmコース》 JR常磐線 水戸駅北口駅前
９時３０分
3 コ ース ： 水戸駅北口駅前～弘道館～金町二丁目～八幡宮アジサイ～祇園寺～保和苑アジサイ～
二十三夜尊～回天神社～水戸藩士の墓～芸術館～水戸駅北口 《団体歩行 １０ｋｍ》
4 解 散 ：水戸駅北口 １４；００頃予定
5 見どころ ：八幡宮のアジサイや保和苑園内のアジサイは庭園を写景に風情が感じられる。また、二十
三夜尊・回天神社は、天狗党の乱、参加浪士が越前敦賀で降伏した後に囚われた鰊倉が
昭和３２年に移築された。回天神社と水戸殉難志士の墓など、水戸藩尊王攘夷の歴史が
見どころです。
－２－

第13回つくば国際ウオーキング大会
1 期 日 ： ２０１９年6月1日(土)～2日（日）
2 会 場 ： つくば市研究学園駅前公園
3 コ ース ：
6/1(土)
A：30km Ｂ：20km C：15km
6/2(日)
E：25km F：15km G：5km
4 会場への行き方 ：

[ 自由参加 ]
詳細は、案内チラシを参照ください。
D：8km
H：4km

①マイカー合い乗り
②JR常磐線土浦駅下車 → 駅前からバス乗車（③乗場：つくばセンター行） → つくばセンター下車
つくば駅・ つくばエクスプレス乗車→ 研究学園駅下車（つくば駅から1駅） → 南口から徒歩3分

事務局からのお知らせ
1 2019年度総会開催される
2019年度総会が4/21(日) ひたちなか市文化会館
で開催されました。
小泉会長、三好顧問の挨拶後、前年度の事業と
決算の報告に始まり、今年度の事業計画（案）、予
算（案）、役員改選を審議、承認されました。
最後に新役員の紹介と年間完歩者の表彰が行わ
れ、総会は無事終了致しました。
2019年度は、会の名称変更後1年を過ぎ、市体育
協会への団体加盟など行政との関わりも深め、広く
地域に貢献するウオーキング団体へ発展していき
たいと考えております。

総会の様子

これまで以上の会員皆様のご協力をよろしく
お願い申し上げます。

2 会創立10周年記念の会 盛況に終わる
年度総会後、引き続き会創立10周年記念の会が
開催されました。
昼食を摂りながら、会の活動10年間の歩みをスライ
ドで見ながら歓談しました。昔の懐かしい画面に当
時を思い出して、話題もはずみたのしい時間を過
ごしました。
10年前は、みな若々しくはつらつと歩いていた頃を
振り返り、またこれからも元気で活動することを会員
と共に確認しあった記念の会と成りました。
10年間の活動をスライドで説明

3 2019年度新入会員の紹介

（敬称略）
4月から入会された4名の新会員を紹介します。話掛けて、親睦・交流を深めてください。
● 齋藤 光子 （那珂市南酒出）
● 佐藤 妙子 （水戸市赤塚）

● 菊池 正三 （日立市森山町）
● 安
利勝 （ひたちなか市平磯町）

4 IWA 第1回指導者研修会（Aブロック）のおしらせ
これからのIWA主催、共催の例大会や、各種スタッフ派遣などで活躍していただく指導者の
スキルアップを目的に、第1回指導者研修会を開催いたします。
☆ 日 時 ： 2019年4月28日（日） 午前 ９：００～１２：００
☆ 会 場 ： ひたちなか市子育て支援・多世代交流施設 「ふぁみりこらぼ」 101研修室
※対象の指導者の方へは、別途通知しておりますので、詳細はそちらを参照ください。
－３－

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。自由にご参加ください。
期 日

行事名・主催団体

5/8(水) 笠間ウオーク

集

合

距離・認定など

水戸線稲田駅

(石切山脈と笠間稲荷)

高萩Wクラブ
5/8(水) 結城紬の里・酒蔵巡り
水戸歩く会
5/11(土) 棚倉街道ウオーク

5/12(日)

壮大な石の屏風石切山脈

ヘルスR.251

笠間稲荷神社の藤棚

水戸線結城駅北口 10km(JVA)

9:20
春友彫刻の森 10km(JVA)

豊洲市場ウオーク

東京駅

水戸WC

（水戸駅発7:20）

水戸歩く会
5/25(土) 大塚池定例ウオークコース
水戸WC

春友彫刻の森、カメラ資料
ハウス、旧町屋変電所など

十王駅前

9:15

10km(JVA)

筑地と豊洲を歩く

10km(JVA)

折笠スポーツ広場コースと

ヘルスR.041,130

日高・花ｔ海コースのヘルス

高萩Wクラブ
5/25(土) 鹿島神の道降臨の里

酒蔵見学、路地裏歩き
商家の暖簾、寺社の瓦など

9:00

Ⅱ-②（十王～小木津）

10km(JVA)

9:20

常陸太田WC

5/2０（月） 陸前浜街道ウオーク

見どころなど

ロードをまわる。
鹿島神宮駅

12km(JVA)

鹿島神の道の変化と歴史

6km

大塚池を周遊

8:40
赤塚駅北口

9:00

行事に関する連絡先
団体名
高萩ウオーキングクラブ
常陸太田ウオーキングクラブ

会長・団体代表

電話・FAX

間下 彰

0293-22-4809

石橋 秀雄

090-2433-0821
FAXはなし

水戸歩く会（水戸歩）
水戸ウオーキングクラブ（水戸W）

川上 清

029-251-3246

菅原 利満

029-257-2001

＜編集後記＞

事務局長 大越
平成最後の編集で5月号の会報ができました。会員の皆さんに会報が届く頃には「令和」に改元され
ていると思います。今年は10連休となるため、郵送がおくれることも予想され、その場合はご了承ください。
総会も無事終わり、11年目の活動が本格的に開始します。多くの会員が例会へ参加できるようウオーキン
グ情報をタイムリーに届けていきたいと思っています。
また、よりよい会報作りのために会員の皆さんからのご意見など投稿をお待ちしております。
例・大会の感想や要望、またウオーキングに関する考え方や持論など、なんでも結構です。

－４－

