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２０１９・

５月の例会ウオーク便り
５月５日(日)に「国営ひたち海浜公園 ネモフィラウオーク」が実施されました。
当日は快晴に恵まれ、会員36名・一般46名の計82名と多くの参加者がありました。

みはらしの丘のネモフィラ
（国営ひたち海浜公園）
馬渡埴輪遺跡公園内

「健歩の会」総会後の感想文

2019年度の健歩の会「総会及び10周年記念の会｣
も終わり、いよいよ新元号「令和」のスタート
です。
選出された役員、指導員の方は、何かと大変か
と思いますがよろしくお願い致します。
「令和」の始まりにあたり改めて「歩く」、
「健歩の会」について考えてみました。歩くと
いうことは心身の鍛錬、そして会を通し親睦を
図ることであり、そこから「健歩の会」という
名が付いたと思います。もう少し歩くことにつ
いて拡大し考えてみると、古くは「芭蕉」、「
山頭火」の二人の対照的な旅が有名です。

芭蕉は目的を持ち、山頭火は目的を持たず行脚
しましたが、思考力はともに持っていました。
また、笠信太郎の「ものの見方について」では
歩く行為と思考力を結び付けた記述があります
。これらのことから改めて歩くという行為は人
間にとって心身一体となった有効な行為である
ことがわかります。さらに付け加えると各個人
が目的を持ち、会に参加することが重要です。
各個人が目的を持ちグローバルな考えで本会に
参加することにより更に充実した質の高い「令
和」の「健歩の会」に飛躍できると信じます。

－１－

定例会の御案内

第162回 水戸のアジサイ巡りウオーク（再掲載）
1 期

日 ：

2 距離・認定：
3 集

合

4 コ ース

２０１９年６月３０日（日）
１０ｋｍ

：JR常磐線

、ヘルスロード ２・１５４・１７６
水戸駅北口駅前

９時３０分

： 水戸駅北口～弘道館～金町二丁目～八幡宮～祇園寺～保和苑～二十三夜尊～
回天神社～水戸藩士の墓～芸術館～水戸駅北口

5 解

散 ：水戸駅北口

１４；００頃予定

6 見どころ ：八幡宮や保和苑園内のアジサイは庭園を斜景に風情が感じられます。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て
いた鰊倉を昭和32年に移築したものです。回天神社と水戸殉難志士の墓など、水戸藩
尊王攘夷派の歴史が見どころです。

第16３回 平磯 早朝・クリーンウオーク
1 期

日 ：

2 距離・認定：
3 集

２０１９年７月１４日（日）
１０ｋｍ

、ヘルスロード １６８・１８３・１８４

合：ひたちなか海浜鉄道
（JR常磐線

4 コ ース

午前６時４０分

勝田駅乗換え）

： 平磯駅～起松神社～津神社～平磯海浜公園～網のし唄の碑～姥の懐
～魚市場（解散）

5 解

平磯駅前

散 ：魚市場前

（～那珂湊駅）

９：３０頃予定

6 見どころ ：中世代白亜紀層の海岸を見ることができます。

第16４回 コキア ライトアップウオーク
期

日 ：

２０１９年８月２４日（土）

見どころ ：みはらしの丘を染め上げる光が映し出すコキアは、1年に10日間程度だけの絶景です。
集合場所・時間等の詳細は「会報７月号」などでお知らせいたします。

例会ウオークの注意点・申込み先
【注意点】 持ち物：弁当、飲み物、帽子、手袋、ザック、など。歩きやすい服装
【申込み先】事務局 大越宛 TEL／FAX 029－272－8100又は
山縣宛 TEL／FAX 029―273－0715まで
住所・氏名・連絡先を明記のうえ、申し込みください。

－２－

事務局からのお知らせ

1 ひたちなか市体育協会加盟決まる
スポーツ振興課に申請していた申請書が受理され、体育協会への加盟が内定しました。
5月31日（金）2019年度体育協会総会で正式に承認される予定です。
これで念願の行政とのつながりができ、地域に貢献する団体への足がかりができました。
先ずは、市報への掲載を通して募集参加者の増加を目差していきます。

2 「2019 ユニセフ・ラブウオーク IN 鹿島神宮」へ参加
4月27日（土）茨城県ユニセフ協会 主催の「2019 ユニセフ・ラブウオーク IN 鹿島神宮」
に共催：NPO法人茨城県ウオーキング協会の対応団体として、当会のスタッフ5名（小泉
会長他4）が参加して来ました。
参加に当たり、ユニセフ協会へウオーキング前に基本動作3点（正しい歩く方、靴の履き方、
ストレッチ）の指導を申し入れ、実施してきました。
参加者は、熱心に基本動作の講習を受け、神宮の境内約3kmのウオークを楽しみました。
ユニセフ・ラブウオークは各地で行なわれ、ウオーキングイベントでのユニセフ募金を通じて
世界の子供達の支援をする仕組みです。

靴の履き方指導の様子

ストレッチの様子

3 例会参加時の心得（特に新会員の方へ）
新会員の方へお伝えします。例会参加時に励行しましょう。
1) 会員証と参加カードは、例会に携帯・持参ください。また、名札はよく見えるように帽子やザック
に付けて参加ください。(名前を早く覚えてもらう)
2) 先ず参加カードに参加スタンプを受け、コースマップや資料をもらい、出発式に参加ください。
3) 解散時にはIVVシール（完歩認定・記録票）を忘れずにもらい、記録しましょう。
4) 休憩や昼食時には多くの方と交流し、親睦を深めてください。

＜おめでとう!記録認定者の紹介＞

（敬称 略）

★例会参加累積回数
30回 ・ 河合 視己人
（5/5例会で表彰済み）
40回 ・ 上妻 多美子【常陸太田Wクラブ】 (4/6例会で表彰済み)
77回 ・ 鹿志村 たえ子
★道紀行100選 40回完歩 ・ 関根 幸
（4/6例会で表彰済み）

－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
6/6(木)
6/8(土)
6/9(日)
6/9(日)
6/23(日)
6/23(日)
6/25(火)

行事名・主催団体

集

合

ウォーキング教室

高萩市総合福祉ｾﾝﾀｰ

高萩W

9:00

水戸河和田八景探訪

赤塚駅南口

水戸歩

9:00

涸沼W

広浦公園

太田W

9:00

高萩名所W

高萩駅着(下り)

水戸W

9:06

第5回全国赤水W

南中郷駅前

高萩W

9:30

あじさいまつりW

水戸駅南口

水戸W

9:00

道の駅ｼﾘｰｽﾞ みわW

花立自然公園駐車場

太田W

9:00

岩瀬上野沼界隈から新治
6/29(土) 廃寺

水戸歩

新治駅前

距離・認定など

見どころなど

10km (JVA)

ウオーキングの基礎と地図の
見方について学習

10km (JVA)

河和田八景

10km (JVA)

神塚神社、涸沼自然公園

10km (JVA)
(道紀行108008） 高萩の歴史を散策
（ﾍﾙｽR 278・346）
日本地理学の先駆者・長久
10km (JVA)
保赤水ゆかりの地と日立の
（ﾍﾙｽR278･346）
小京都たつごの里
12km （JVA）
（道紀行108019） 保和苑、八幡宮の紫陽花
(ﾍﾙｽR001･337･338）

10km (JVA)

花立自然公園からの眺望・
道の駅での地場産品買い物

10km (JVA)

奈良時代の国指定史跡を
学び、自然豊かな湖畔を
巡る

8:40

行事に関する連絡先
団体名
高萩ウォーキングクラブ（高萩W）

会長・団体代表

電話・FAX

間下 彰

常陸太田ウォーキングクラブ（太田W）

石橋 秀雄

水戸歩く会（水戸歩）

渡辺 昭知

0293-22-4809
090-2433-0821
FAXなし
029-251-3246

水戸ウォーキングクラブ（水戸W）

菅原 利満

029-257-2001

＜ 編 集 後 記 ＞
事務局 大越
会報がリニューアルされて3か月が過ぎ、6月で119号の発行となりました。
会員・読者のご協力により様式、内容も充実してきました。また例会の感想など会員からの寄稿文も
投稿されており、ありがとうございます。
末永く愛読していただけるよう、タイムリーな発行に注力して参りますので、よろしくお願い致します。

－４－

