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いばらきヘルスロードを歩いて楽しく健康作り
(ヘルスロードのマーク)

茨城県では、県民が身近なところで家族や仲間とウオーキングをして、新たな発見と健康
づくりに取り組める《いばらきヘルスロード》を県内に349コース、1,206km指定しています。
ヘルスロードは、健康づくりのためウオーキングの推進を図るとともに、高齢社会を見据えて子供から
お年寄りまで、また障害のある人も安全に歩ける県にしようとする計画です。
ウオーキングは、いつでも・誰とでも・好きな時に始められ、体調に合わせて距離や速度を変えられる
など、手軽に始めるられる運動です。
いばらきヘルスロードは、県内の44市町村すべてに整備されており、ひたちなか市には下記16コース
が指定されています。
①大通りの歩道ウオーキング（6.1km）・・・・・勝田駅からひたち海浜公園までの昭和通りコース
②笠松運動公園コース（2km）・・・・・笠松運動公園内を周回するマラソンコース
③しおさい くじらの大ちゃんコース（2km）・・・・・姥の懐から平磯海岸までのコース
④名平洞野鳥観察コース（1.4km）・・・・・名平洞から那珂湊コミセンまでのコース
⑤那珂湊駅から おさかな市場まで（1.7km）・・・・・那珂湊駅から おさかな市場までの直線コース
⑥魚市場から姥の懐へのみち（2km）・・・・・おさかな市場から姥の懐マリンプールまでのコース
⑦平磯公園から中世代白亜紀層へ（2.1km）・・・・・平磯公園から中世代白亜紀層までの海岸線コース
⑧石川運動ひろば（0.7km）・・・・・石川運動公園内を周回するコース
⑨勝田駅から武田氏館へのみち（3.5km）・・・・・勝田駅西口から甲斐武田氏発祥の地までのコース
⑩勝田駅西口ウオーキングコース（4km）・・・・・勝田駅から国道６号線市毛十字路までのコース
⑪那珂湊駅から名平洞公園へのみち（1.8km）・・・・・那珂湊駅から那珂湊コミセンまでのコース
⑫名平洞公園から十三奉行へのみち（2.6km）・・・・・那珂湊コミセンから十三奉行交差点までのコース
⑬十三奉行交差点から海浜公園南口へのみち（2.6km）・・・・十三奉行から海浜公園南口までのコース
⑭ひたちなか市総合運動公園コース（2km）・・・・・総合運動公園、市民球場などを周回するコース
⑮六ツ野公園周辺コース（3.1km）・・・・・六ツ野公園、ひたちなか市役所を周るコース
⑯海浜公園南口から西口への道（1.5km）・・・・・海浜公園南口から西口ゲートまでのコース
また、茨城県立健康プラザでは、みなさまのウオーキングを支援するため、いばらきヘルスロードを歩い
た距離や歩数に応じて記念品（反射タスキ・バンド、ストラップ、ヘルスロード金バッジ、帽子）や記録証を
進呈するエンジョイウオーキング事業を実施しています。
応募用紙とウオーキングカードは、健康プラザ・ひたちなか保健所などで配布しています。
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定例会の御案内

第163回 平磯海岸・早朝クリーンウォーク(再掲載)
1 期

日 ： 令和元年７月14日（日）

2 距離・認定：
3 集

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

平磯駅前

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～魚市場前(解散)
（～那珂湊駅）

5 解

散 ：魚市場前

午前９時30分頃予定

6 見どころ ：早朝に平磯海岸を歩きながら清掃します。中世代白亜紀層の海岸を見られます。

第164回 国営ひたち海浜公園コキアライトアップｳｫｰｸ
1 期

日 ：

令和元年８月24日（土）

2 距離・認定：
3 集

10ｋｍ

合：ひたちなか海浜鉄道
（JR常磐線

4 コ ース

磯崎駅前

午後３時50分

勝田駅乗換え）

： 磯崎駅～酒列磯前神社～阿字ヶ浦海岸～海浜公園南口～みはらしの丘
～海浜公園西口バス停（解散）・・・・・《バス》・・・・【JR勝田駅】

5 解

散 ：海浜公園西口バス停（勝田駅行き）

午後８時00分頃

6 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。
7 入園料等 ：大人(高校生以上)450円、シルバー(65歳以上)210円
※65歳以上の方は、年齢確認出来る証明書(保険証等)を持参ください。

第165回 いきいき茨城ゆめ国体・五霞町ｳｫｰｸ
(国体・五霞町実行委員会主催行事に、健歩の会としてバス貸し切りで参加予定)
1 期

日 ：

令和元年9月21日（土）雨天決行

2 バスの乗車場所・時間等は参加者に別途連絡します。（五霞町の受付は8:00～）
3 参加費

：

500円、交通費（バス代）：

4 募集人数

：

４０名（先着順）

5 申込〆切

：

7月15日(月)必着

4,500円/人

例会ウォークの注意点・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。
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事務局からのお知らせ

1 第13回つくば国際ウオーキング大会 スタッフのみなさん お疲れさまでした
第13回つくば国際ウオーキング大会 スタッフのみなさん お疲れさまでした。
今回は、第2事業部で湯茶接待関係の設備や品物調達・運搬など、慣れない仕事を担当して
いただきありがとうございました。
また、前日までの準備や、当日の受付なども手伝っていただきました。御礼申し上げます。

2 ひたちなか市体育協会加盟 承認される
ひたちなか市体育協会 令和元年度総会が、ひたちなか市ワークプラザで5月31日（金）に開催
され、ひたちなか健歩の会は「ひたちなか市ウオーキング協会」設立と共に体育協会加盟が、満
場一致で承認されました。
これから健歩の会は、「ひたちなか市ウオーキング協会」と「ひたちなか市体育協会」の加盟団
体として活動していくことになります。ひたちなか市在住会員の皆さんには、市行事などへのご
協力を依頼する事もあるかと思いますが、その節はよろしくお願い致します。

3 小泉会長 JWA功績表彰 受賞
JWA（（一社）日本ウオーキング協会）2019年度社員
総会が6月26日（水）東京・代々木 国立青少年総合
センターで行われました。
総会後の表彰式で、功績表彰個人の部で小泉文男さん
（健歩の会会長）が、表彰されました。小泉さんはIWA
副会長、指導者会会長として協会の発展に貢献されて
こられました。その実績を認められての受賞になりました。
おめでとうございました。
表彰式の様子（左：小泉さん 右：畑JWA会長）

4 FMぱるるんラジオ出演

「げんき-ネットひたちなか」の紹介で、FMぱるるんのラジオ番組”まちづくり情報館「ひたちな
か」”に出演することになりました。ラジオの録音・録画と放送が、6月27日（木）午後12時～12時
13分に行われました。
当会の設立目的・経緯や現在の活動状況、また今後の活動目標などを小泉会長、事務局大
越、宮崎の3名で、アナウンサーの質問に答える形式で行いました。約13分間の放送でしたが、
健歩の会の存在と活動内容がPRできたのではないかと思います。
【FMぱるるん ： 水戸市酒門町 水戸コミュニティ放送株式会社の愛称、FMラジオ放送は76.2MHz】

＜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 ・ 大山寿志
★IVV回数記録認定 600回 ・ 木村澄江/ 200回 ・ 菅原公子/ 100回 ・ 関根幸
★IVV距離記録認定 8,千km ・木村澄江
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JWA・IWA・近隣他団体からの情報
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
７/7(日)
７/7(日)
7/20(土)
7/20(土)
7/20(土)
7/26(金)
7/27(土)

行事名・主催団体

集

合

大洗ウオーク

大洗駅前

太田W

9:00

幕末の偉人像巡りW

水戸駅南口

水戸W

9：00

雨情・天心を偲ぶ道W

大津港駅前

高萩W

9:30

乳業工場見学と旧大洋村W 鹿島臨海鉄道 大洋駅

水戸歩

9:20

滝川渓谷ウオーク

滝川渓谷第1駐車場

太田W

9:00

ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ取手工場見学W

取手駅西口

第五事

9:00

伊能忠敬の街 千葉・佐原W

JR 鹿島線 佐原駅

水戸歩

9：10

距離・認定など

見どころなど

10km (JVA)
(道紀行108022）
（ﾍﾙｽR 012）
１０km （JVA）
（ﾍﾙｽ R 002・165・
232・233)
10km (JVA)
(道紀行108031）
（500選08-04）

幕末～明治の歴史、大洗
磯前神社
水戸市内の幕末の偉人
の像
五浦岬公園から六角堂

10km (JVA)

鹿島灘

11km (JVA)

七つの滝と巨大な奇岩
さわやかな涼風

10.5km (JVA)

キリンビール最大級規模

（ﾍﾙｽ R 065・327・
の取手工場見学
328）

10km (JVA)

水の郷さわらと伊能忠敬
の菩提寺

行事に関する連絡先
団体名

会長・団体代表

電話・FAX

間下 彰

0293-22-4809

常陸太田ウォーキングクラブ（太田W）

石橋 秀雄

090-2433-0821
FAXなし

水戸歩く会（水戸歩）

渡辺 昭知

029-251-3246

水戸ウォーキングクラブ（水戸W）

菅原 利満

029-257-2001

第五事業部（第五事）

戸田 秀夫

090-9831-3703
FAXなし

高萩ウォーキングクラブ（高萩W）

＜ 編 集 後 記 ＞
事務局 大越
▼つくば国際ウオーキング大会も終わり、今月（7月6日）はIWA主催2大行事の「3県境・5県ウオーク」
昨年よりは事前申し込参加者も増えているようです。天気に恵まれることを願っております。
▼今年は「いきいき茨城ゆめ国体2019」の年、秋には県内各地で各種競技が開催されます。ウオーキ
ングも利根町と五霞町で行われます。例会では「五霞町ウオーク大会」をバス移動で団体参加を計
画します。ぜひこの機会に参加してみてはいかがですか。（参加者募集案内を参照）
▼青春18きっぷ（夏季バージョン）の紹介
発売・・・7/1(月)～8/31(土)
利用・・・7/20(土)～9/10(火) 購入は駅の窓口で
▼7月前半は梅雨半ば、中旬以降には梅雨開けも予想されます。梅雨開け後の猛暑に備え体調を整
えましょう。
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