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新年あけましておめでとうございます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大で
自粛を余儀なくされ、健歩の会行事も 8 月ま
で活動が全面的に中止となりました。このよ
うな厳しいコロナ禍の中でしたが、役員並び
に会員の皆様の協力を得て、イヤーラウンド
ステーションをひたちなか海浜鉄道湊線の那
珂湊駅としたイヤーラウンドの新設コースづ
くりをして頂いた結果、7 月に日本市民スポ
ーツ連盟(IVV-Japan)から認定を頂くことがで
きました。
また、長年に亘るウオーキング通して健康
と心身の涵養を広め、健康増進活動の貢献が
認められ、令和 2 年度の「健康いばらき 21
元気アップ賞 大賞」を頂きました。コロナ禍
の中、役員並びに会員の方々のご努力の賜物
であると感謝しております。

新年にあたり、コロナ禍の収束は不透明
であり、当分の間コロナ禍と生活環境を共
にして感染対策をしながら、ウオーキング
活動を進めて行きたいと思います。
昨年からの自粛で歩く事が前向きになら
ず、歩かなければ・歩けなくなり・介護へ
となる悪循環とならないことを断ち切るた
めに、これまで以上の十分なコロナ感染対
策をすることにより会員の皆様がウオーキ
ングへ参加し易くなるよう歩行距離も短く
して午前中には完歩する様にするなどを計
画していますので、是非会員の皆様の積極
的なご参加をお待ちしております。
最後になりましたが、会員の皆様のご健
康とご家族様のご健勝を祈念いたします。
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12 月の例会ウオーク便り
第 175 回例会「ひたちなか市・武田氏館ウオーク」は、12 月 12 日(土)に開催され、会員 26
名・一般(IWA 加盟他団体の会員)6 名の計 32 名の参加者がありました。ひたちなか市内ではあ
っても、ふだんの生活では縁遠い地域を訪ね、武田氏館だけでなく市指定大樹１号(ぬまお神社
のスダジイ)や 2 号(光明寺のケヤキ)など新しい発見もあり、とても興味深いコースでした。
コロナ禍の中、茨城ウオーキング協会の「感染防止対策の指針」を基本として、最大限の感
染防止対策を心がけ、ソーシャルディスタンスを保つなど安全なウオーキングを実施してきた
ことにより、参加者も少しずつ増えてきたことはうれしいことです。

第 175 回・ひたちなか市武田氏館ウオーク 寄稿文
新型コロナの感染が拡大しているなか、勝
田駅西口に 32 名が集合し、体温測定、手指消
毒、歩く際の注意事項など、細かい心遣いが
あり、安心して歩行することができました。
私はひたちなか市(旧勝田市)に住んで 40 数年
になりますが、まちの歴史に興味をもって歩
くことはありませんでした。
最初の甲斐武田氏発祥の地『武田氏館』は
実際に訪ねたことがなく、ぜひ見学したいと
考えていました。再現された『武田氏館』に
入館することができ、鎌倉時代の地方豪族の
住宅、生活の様子を学習することができまし
た。
次に、湫尾(ぬまお)神社を訪れ、スダジイの
大樹を見ました。しばらく歩き、真言宗の光
明寺を訪れ、大きな建物と立派な十一面観音
像を見ることができ、ひたちなか市民の信仰

心の深さを思いました。堀口公園では山桜の大
樹を見ましたが、桜の花が満開の時期に再度、
訪れてみたいと思いました。
鹿島神社、市毛コミセンを経由して、
『日立製
作所水戸工場創業の地碑』を訪れました。小さ
な場所でしたが、ひたちなか市の発展に大きな
意味のある碑であると感じました。
役員さんの丁寧な説明を聞き、ひたちなか市の
知り得なかった歴史に興味をもつことができ
ました。
とてもよい天候に恵まれ、途中で休憩し少々
汗ばむ気持ちのよい歩行でした。健康寿命を保
つために、
『歩くこと』が最も有効なトレーニン
グであるといわれています。次回の『那珂湊磯
前神社初詣ウォーク』を皆さんと楽しく歩くこ
とができればと思っています。
(高野 恵子.)

＜おめでとう! 記録認定者の紹介＞
★例会参加 50 回完歩：加藤 美代子さん
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事務局からのお知らせ
１. 2021 年度会員継続のお願い
2021 年度の会員継続をお願いします。ご都合により退会や休会を予定されている方は事務局
(菅原)まで、ご連絡をお願いします。期限：令和 3 年 2 月 26 日(金)まで

２．健歩の会と会員 2 名が茨城県から表彰されました！
(1) 自らの健康の保持、増進のために県民の模範となる顕著な実践を行っている団体を、茨城県
が表彰する「健康いばらき 21 元気アップ賞」大賞に、健歩の会が受賞することになりました。
コロナ禍の影響で、表彰式はありませんが、後日、賞状及び副賞が郵送される予定です。
(2) 茨城県が、健康づくりの推進に功績のあった方々に対し、感謝状等を贈呈する「県民健康づく
り表彰」の部長賞に、菅原さん、武藤さんのお二人が受賞されました。おめでとうございます。

３．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 主催勉強会の募集
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)
※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・〆切】菅原(029-274-7016)・令和 3 年 2 月 20 日(土)
(2) 近隣他団体の行事情報の掲載再開について
先月より、
会報に同封していた IWA ニュースや遠隔地行事チラシ等は郵送しないことになり、
また、IWA の新型コロナ感染防止対策の指針の一部緩和により、他団体行事への IWA 協会員の
お互いの参加が可能になりました。これらの事情から、他団体の行事情報の掲載を、今月号より
再開します。なお、参加時は、十分な感染対策の励行をよろしくお願いします。
【先月から、IWA 加盟団体会員も参加可能・
マスク着用等のコロナ感染対策は必須】

定例会等のご案内

第 176 回

那珂湊・酒列磯前神社初詣ウオーク

１．期
日 ： 令和 3 年 1 月 9 日（土）
２．距離・認定： 約 5 km・
３．集
合 ： ひたちなか海浜鉄道・阿字ヶ浦駅前 9；15
４．コ ー ス ： 阿字ヶ浦駅～堀出神社(ほしいも神社)<安全祈願>～木花咲耶姫神社～
酒列磯前神社～磯崎灯台～磯崎駅
５．解
散 ： 磯崎駅 12：00 頃(昼食なし)
６．見どころ等： 安全祈願する堀出(ほしいも)神社のお札をいただけます。

第 177 回 東海村・笠松運動公園ヘルスロードウオーク
１．期
日 ：
２．距離・認定：
３．集
合 ：
４．コ ー ス ：
５．解
散 ：

令和 3 年 2 月 28 日（日）
約 8 ㎞・ヘルスロード No.128、236
東海駅東口公園(駅東第 2 児童公園) 9；10
東海駅東口公園～船場稲荷神社～笠松運動公園～東海駅西口
東海駅西口 12：20 頃(昼食なし)

例会ウオークの問合せ先
【申込先】事務局 菅原宛 TEL／FAX 029-274-7016
住所・氏名・連絡先を明記して
【持ち物】飲み物、帽子、手袋、ザック、雨具、マスク、健康保険証など
歩きやすい服装で
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JWA・IWA・近隣他団体からの情報
近隣の他団体などの行事・大会を紹介します。参加時には、事前に下欄の各連絡先に連絡し、参加
の可否等を確認し、マスク着用など十分な感染対策を励行してください。
期 日
行事名・主催団体
集
合
距離・認定など
見どころなど
R3/1/8 常陸太田市内 HR を巡るｳｵｰｸ 3 生涯学習ｾﾝﾀ8km(JVA)
常陸太田市内ﾍﾙｽﾛｰﾄﾞを巡
る。<原則、会員限定>
(金)
(ﾍﾙｽ
R20,216)
9：00
太田 W
安良川八幡宮、鏡神社に参
高萩市内初詣ｳｵｰｸ
高萩市役所
1/10
7km(JVA)
拝し、今年も元気で歩ける
(日)
(ﾍﾙｽ R)
9：00
高萩 W
ことを祈願。<原則、会員限定>
水戸駅北口
初詣七社寺巡り
1/15
10km(JVA)
本年の安全祈願する
(道紀行
108019)
(昇殿祈願無し)<原則、会員限定>
(金)
8：30
水戸歩
水戸駅南口
いわき相馬街道ｳｵｰｸ
1/24
旧街道と水戸城址、水戸一高
8km(JVA)
の偉人たち<原則、会員限定>
(日)
8：30
水戸歩
常陸太田市内 HR を巡るｳｵｰｸ 4 生涯学習ｾﾝﾀ2/10
8km(JVA)
(詳細次号)
(水)
9：00
太田 W
常陸の小京都･たつごの里ｳｵｰｸ 総合福祉ｾﾝﾀｰ
2/18
7km(JVA)
(詳細次号)
(ﾍﾙｽ
R188,346)
(木)
9：00
高萩 W
水戸駅南口
第 10 回水戸観梅ウオーク
3/13
(詳細次号)
km(JVA)
(土)
8：00
水戸歩
注) IWA の HP(https://www.ibaraki-walking.jp/index.html)で「IWA ニュース」を参照すれば、開催中止
の有無等の最新情報を見ることができます。
<各行事に関する連絡先>
団体名
高萩ｳｵｰｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ(高萩 W)
常陸太田ｳｵｰｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ(太田 W)
水戸歩く会（水戸歩）
第五事業部（第五事）

間下
石橋
渡邊
戸田

会長・団体代表
彰 a_mashimo@zb4.so-net.ne.jp
秀雄 hideo_bridge@yahoo.co.jp
昭知 nbam1221@gmail.com
秀夫 pahas314@ybb.ne.jp

電話・FAX
0293-22-4809
090-2433-0821 FAX なし
029-285-1592
029-841-4802

● IWA の「新型コロナ感染防止対策の指針」の要点
1．コース設定は各団体の所在地周辺地域とし、参加者募集は当面、会員並びに加盟団体会員注)に
限定する。
注)本項の「会員限定」の記述は、11 月の IWA 理事会において、コロナ禍の中ではあるが、IWA
加盟団体会員の各団体の行事への参加募集は 11 月から認められ、下線部が追記された。
2．公共機関を利用した参加のための移動は極力避ける。
3．自家用車に乗合いでの参加は原則としてやめる。やむを得ず乗合いの場合は 3 密を避ける。
4．感染対策の準備品は、マスク・消毒液・非接触型体温計・除菌ｳｪｯﾄﾃｨｯｼｭなどを原則とする。
＜細部の抜粋＞
・参加者はマスクを必ず着用し、受付時に手指消毒、検温で 37.5℃以下を確認する。
・対人間隔は 1m 以上を取り、資料は手渡しせず参加者に各自取ってもらう。
・班編成は 8～10 人程度を原則とし、歩行時の間隔も 1m 以上とする。
・コースは 5～8km 程度の短距離として、昼食前に解散する計画を立てる。
・特に信号待ち等では、密集・密接とならないよう、随時スタッフは注意喚起をする。
<編集後記>

編集委員 河合

昨年は、100 年に一度あるかどうかわからないような「コロナ禍」により、日本中・世界中が
大きな影響に見舞われてしまいました。毎年恒例の行事やイベントの相次ぐ中止・延期、さらに
は旅行や帰省等の自粛も必要となり、いろいろな面でとても深刻な状況となりました。
新年を迎え、欧米で始まったワクチン接種の効果が表れて、少しでも早くコロナが終息し、オ
リンピックが開催できるような普段の状況になることを、希望を捨てずに待ちたいと思います。
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