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最新の例会ウオーク便り
9 月 27 日(日)に 9 月の 2 回目となる第 172 回例会の「水戸市･水戸城址・大手門ウオーク」
が、10 月 18 日(日)に第 173 回例会の「ひたちなか市･ひたち海浜公園コキアウオーク」が開催
されました。両日とも、天候に恵まれたウオーク日和でしたが、参加人数は、第 172 回が 22
名、第 173 回が 18 名とやや少なめでした。
3 月からの約半年間の長期休会で、これまでの尻軽く歩く習慣が途絶え、再参加のためには
それなりの動機づけが必要なのかもしれません。フレイル予防等のためにも、しっかりした感
染防止策を大前提に、もちろん無理のない範囲で、会員同士で誘い合うなども大事なことでは
ないでしょうか。

第 172 回・水戸城址・大手門ウオーク 寄稿文
「水戸城址大手門ウオーク」に参加して
今年はコロナ禍で外出自粛が要請されて
自宅で過ごした日々が長かったです。久し振
りのウォーキングで、なつかしい友人と笑顔
で挨拶し、マスクを着用し、検温、準備体操
をして出発しました。
水戸城址の大手門は、城の正門にあたるシ
ンボルと言える存在、高さ約 13m、幅約 17m、
奥行き約 6m、土塁に接する大手門としては
全国最大級です。ここを過ぎると白亜の塀、
広い道路のある、昔の武士の屋敷跡がありま
した。
水戸彰考館は、水戸藩が「大日本史」を編
纂するために置いた修央局で、現在、跡地に
は石碑があるのみで、市立第 2 中学校が建て
られています。この隣にある二の丸展示館で
は当時の様子を伝える資料等の貴重な展
示を見ることが出来ました。
次に、水府流水泳道場跡へ、当時ここ
で泳いでいた方のお話を伺いました。那
珂川の土手では爽やかな風を体いっぱい
に受けて気持ち良かったです。
この後、郷土先人の次の三つの生誕地
(城東地区)を訪ねました。

①横山大観=日本画家・岡倉天心に就いて、日
本美術院の設立に協力した。主な作品に
「無我生々流転」などがある。
②常陸山谷右衛門=近代相撲の大功労者「横
綱」として活躍した国技館建設、欧米視察、
初の国外興業など相撲協会の発展に尽く
した。
③徳川光圀=水戸藩二代藩主「黄門様」として
知られている。「大日本史」編纂にあたっ
た。
歴史の勉強の一日で、知らないことが沢山
ありました。天候に恵まれたウォーキング日
和でした。
みなさま、お疲れさまでした。
(香月 徳子)

<水戸城址 大手門前>
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第 173 回・ひたちなか市･ひたち海浜公園コキアウオーク 寄稿文
「ひたち海浜公園コキアウオーク」に参加して
ひょっとしたら地下に白亜紀層が連続し、
恐竜(ムカワ竜)が眠っているかも。
機会があったら残り 2/3 を歩きたいと思っ
ています。海岸から海浜公園西口までは暑く
て少し大変でした。解散後、公園に入りまし
たが、みはらしの丘に続く道は長蛇の列。た
どり着くのには 40 分以上並ばなくてはなら
ず頓挫し、バスで勝田駅に向かいました。
(鹿志村 則道)

曇りの予報が晴れとなり爽やかな日差し
のなか、酒列磯前神社に向けてスタートし
ました。酒列磯前神社は約 1,100 年以上も前
からある神社ですが、最近は詣でると宝く
じが当たると有名になっています。長い参
道を通り、次の目的地のほしいも神社に向
かいました。
ほしいも神社は堀出神社の一角にあり令
和元年に創建され、ご利益はホシイモノ（欲
しい物）は総て手に入るそうです。堀出神社
から海岸に出るまでの坂道から眺めた海も
絶景でした。昭和 40 年初頭に「東洋のナポ
リ」と言われた景観でひと夏に 300 万人も
の集客があったそうです。残念ながら現在
は約 3 万人に減少しています。知名度は低
いかもしれませんが、昭和 27 年７月に平磯
町・磯崎町・阿字ヶ浦町の海岸線、約 64 万
平米（東京ドームの 16 個分）が茨城県自然
公園の指定を受けました。今回はこのうち
の約 1/3 の海岸沿いを歩きました。
今踏みしめている台地は海抜 20～25ｍ。

<酒列磯前神社>

【当面、会員限定参加(同伴ﾋﾞｼﾞﾀｰも
不可となります)・マスク着用必須】
【問合せ先：菅原 029-274-7016】

定例会等のご案内

第 174 回

那珂湊･平磯海岸ウオーク
令和 2 年 11 月 21 日（土）
7 ㎞・ヘルスロード No.168,183,184
ひたちなか海浜鉄道 平磯駅前 9：10
平磯駅前～聴法寺～津神社～平磯海浜公園～網のし唄の碑～平磯ビーチ
～姥の懐マリンプール～那珂湊漁港～おさかな市場前(～那珂湊駅)
： おさかな市場前 12:00 頃
： 網のし唄の実演あり

１．期
日 ：
２．距離・認定：
３．集
合 ：
４．コース
：
５．解 散
６．見どころ

第 175 回

ひたちなか市・武田氏館ウオーク

１．期
日 ： 令和 2 年 12 月 12 日（土）
２．距離・認定： 6 ㎞・ヘルスロード No.168
３．集
合 ： 勝田駅西口 9：00
４．コース
： 勝田駅西口～武田氏館・湫尾(ぬまお)神社～光明寺～堀口公園(山桜の巨木)
～鹿島神社～市毛ｺﾐｾﾝ～日立製作所・水戸工場創業の地碑～勝田駅西口
５．解 散
： 勝田駅西口 12:00 頃
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事務局からのお知らせ
１．JWA・IWA・ひたちなか市体育協会関係情報
(1) 地図の見方を学ぶ IWA 主催勉強会の開催延期のお知らせ
日時；令和 3 年 3 月 2 日 13：00～16：30
場所；ひたちなか市ふぁみりこらぼ 石川町 11 番 1 号
参加費；1,500 円 講師；岡田 直久氏(元国土地理院 部長)
〆切日；令和 3 年 2 月 20 日(土) ←しばらく先なので、後日、受け付けます。
※指導員向けの研修会ですが、一般参加も可能なので、興味ある方はぜひ参加してください。
【申込先】菅原(029-274-7016)
(2) 会員 A さんから寄付金 890 円をいただきました。ありがとうございました。

２．年会費の納入について
今年度の会費について、未納の方は、11 月末日までに納入していただくよう、よろしくお願い
いたします。

３．新人会員の紹介

★よろしくお願いします。
①須田 美智子さん 水戸市双葉台
②高野 恵子さん
ひたちなか市東石川
③岩坂 明子さん
ひたちなか市西大島

＜おめでとう! 表彰者の紹介＞
★マスターウオーカー賞

5 回目の表彰 ： 木村 澄江さん

JWA・IWA・近隣他団体からの情報
近隣の他団体の行事等は、新型コロナの感染拡大防止のため、当該会員のみの参加に限定され
ています。このため、行事情報は省略しております。代わりに、今月は IWA 主催で 10 月 17 日に
実施された、イヤーラウンドウオーキング大会について、以下に紹介します。

魅力いっぱい 元気いっぱい イヤーラウンド大会
今年 8 月に認定された、那珂湊駅を起点としたイヤーラウンドの 3 コースを歩く、IWA 主催の
イヤーラウンドウオーキング大会が台風 14 号の影響で、10 月 10 日予定から 17 日に 1 週間延期し
て、開催されました。事前の参加申込者数は 160 名でしたが、17 日もあいにくの雨だったことも
あり、参加者数は 55 名(この他に、当日不都合だったため翌日参加された方が 14 名おられました)
とだいぶ減りましたが、皆さん、雨の中元気よく完歩しました。参加者とスタッフとも和気あい
あいとした 1 日でした。

●今回のイヤーラウンドコース認定とウオーキング大会開催までの経緯
那珂湊駅を起点としたイヤーラウンドコースの開設とウオーキング大会実施のため、令和元年 12 月
26 日の第 1 回打合せから始まり、
約 10 ヶ月間で、地図作成→認定申請(6 月末)→認定(7/15）
→開設
（8/15）
→大会開催(10/17)と各種の準備を進めてきました。協賛のお願いと案内チラシの配布に各所を回り、地
図の中には要所、要所においての説明文を書き入れて、無事に開設することができました。ただ、これ
で完成というわけではありません。これからも参加者の声を聞きながら、より良い地図と説明文となる
よう改訂して、歩く時により役立つものにしたいと思っています。
皆様、那珂湊駅ステーションのイヤーラウンドコースを歩いていただき、ご意見をお寄せ下さい。
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●イヤーラウンドウオーキング大会の来賓あいさつと参加者の声
来賓の開会式挨拶
◎茨城県ウオーキング協会(IWA)・副会長 佐藤 進 様；
水戸・筑西・牛久に次いで県内4番目のイヤーラウンドコースです。今日は雨の中です
が気を付けて元気に歩きましょう。
◎日本市民スポーツ連盟(IVV-Japan)・会長 川内 基裕 様；
イヤーラウンドコースとして大事なのは駅からスタートできること、名所旧跡、 文化
や歴史があること。そして美味しいものがあること。この那珂湊コースは、この3つを全
部満たしています。
◎ひたちなか海浜鉄道(株)・社長 吉田 千秋 様；
今は車の時代、鉄道にとっては厳しい時代ではあ
りますが、イヤーラウンドコースの開設によりウオ
ーキングの会の皆様にご利用いただけることはあり
がたいことです。

●参加者の声
☆6km歩けたことがうれしい!!

☆那珂湊駅のポスターを見て参加
•千葉から引っ越してきて、ここをあま
りよく知りません。知らない所を歩く
のって面白いかなと参加しました。
地図を見て黙々と歩き、名平洞の木道
は雨で滑るのではないかと緊張して歩
きました。 (6kmひたちなか市在住）

•股関節の手術をした後で6kmを歩ける
かと心配してたの。知らない人でもす
ぐ友達になってしまうのがウオーキン
グのよいところですね。男性の2人連
れがいらしていて、話してたらいつの
間にか歩いてしまったわ。
(6kmひたちなか市在住）

☆まわりの景色は雲の中
•雨なんてあまり気にならない。
コースはとても良かった。よく準備し
てくれたネ!! 天気の良いときまた歩
いてみたい。
(10km城里町在住）

☆おいしいお刺身食べて友だちも出来て
•おしゃべりしながら時々ソーシャルデ
ィスタンスを思い出しながら10kmを歩
いてしまいました。ひとりで黙々なん
て歩けません。友だちと一緒だからで
す。海門橋近くのお店でおいしいお刺
身のランチをしてたの～しかったです。
親しくなれて次回も参加を約束しまし
た。
（10km 水戸市在住）

<編集後記>

編集委員 武藤

すっかり秋も深まり今年もあと 2 ケ月。皆さん、コロナ禍といわれる中でお元気でお過ごしでし
ょうか。運動不足になっていないでしょうか。しばらくお会いしてない方もおり気になります。
健歩の会では役員会でどうしたら安全にウオーキングができるか何度も相談し、①検温＆体調確
認、②マスク着用、③手指消毒、④ソーシャルデスタンス、⑤資料の配布方法などの感染防止のた
めのを工夫して例会を再開しました。皆さん、是非声を掛け合ってご参加くださいね。
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