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5 月の行事便り
第 192 回例会「水戸市_薬王院・逆川緑地公園ウオーク」は、5 月 8 日(日)に開催され、会員
26 名・一般 18 名の計 44 名の参加者がありました。1 月の初詣ウオークの後、2 回の例会がコ
ロナの感染拡大により中止となったため久々の例会でしたが、爽やかな好天にも恵まれ、木々
の新緑・若葉がとてもきれいな逆川緑地公園と薬王院を巡ることができました。
また、第 189 回例会「水戸市_大串貝塚ふれあい公園ウオーク(W 教室)」は、3 月に中止にな
ったものが 5 月 22 日(日)に延期して開催され、会員 28 名・一般 12 名の計 40 名の参加者があ
りました。大串貝塚公園での W 教室は、歩行能力の正確な評価法である TUG テスト(Timed
”Up and Go” Test)を実施しました。椅子に腰掛けた状態から立上り、3m 先で折り返し、再着座
するまでの時間を、普通に歩く、速足で歩くの 2 回の時間を測定しました。結果として大多数
の方が最高評価である 10 秒未満の好成績でした。
「薬王院・逆川緑地公園ウオーク」に参加して
コロナ禍の影響で令和 3 年 5 月 8 日開催予
定の「薬王院・逆川緑地公園」が中止になりま
した。今回はその復活例会でしたので、計画
担当者もホッとした事と思います。会員 26
名、一般参加者 18 名で水戸駅南口のさくら西
公園を出発しました。
逆川緑地公園には行ったことはありました
が、南口～千波湖の湖畔～逆川緑地公園に向
かうのは初めてでしたので、新鮮な風景でし
た。逆川緑地は「あなたが見つけた水戸の景
観 30 選」の 13 番目の景観だそうです。
公園内の木道はコースの関係と一部通行禁
止で、残念ですが全部は歩けませんでした。
後日、是非全部歩いてみたいと思いました。
笠原水源近くには笠原水道の記念碑「浴徳泉
の碑」があり、水を汲みに来ていた方もいま
した。数日後に新聞で笠原水道の記事を読み
ました。笠原水道は徳川光圀が水戸城下町の
生活用水に用いるため整備した上水道で延長
約 10 キロにも及び、約 270 年もの間、水戸の

城下町を潤し続けたとありました。感謝です
ね。
次の目的地の薬王院も初めてでした。本堂
は国指定の重要文化財で、室町時代の建立だ
そうです。紅葉の時期に家族と行ってみたい
場所になりました。吉田古墳を経由し、無事
に南口のさくら東公園にゴール。クールダウ
ンストレッチの後、解散しました。ありがと
うございました。
(鹿志村 たえ子.)

<薬王院 本堂前にて>

＜文芸コーナー＞ ～多くの皆様のご投稿をお待ちしています～
<俳句> ・児らと採る庭のネットのさくらんぼ (T.K.)
・散るさくら山路は白き花筵 (Y.O.)
<川柳> ・知らぬのに知ったかぶりで話する (K.S.)
・侮るなクールダウンは後で効く (G.A.)
<短歌> ・行儀良く並ぶ早苗は延々と日本の初夏の見慣れた景色 (M.K.)
<イワウチワ>
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「第 192 回・薬王院・逆川緑地公園ウオーク」の写真

<逆川緑地公園 笠原水道の水源>

<逆川緑地公園 木道を歩く>

「第 189 回・大串貝塚ふれあい公園ウオーク」の参加者の感想
読売タウンニュースに掲載された募集記事の「ウオーキング教室」に興味を持たれた、神栖
シニアハイキングクラブの 9 名様が参加されました。
コロナ禍以前は月 1 回のハイキングや年 1 回のバスを利用した宿泊ハイキング等の活発な
活動をしていましたが、最近はなかなか遠出も出来ず久しぶりのハイキング(ウオーク)になっ
たそうです。ウオーキング教室の内容が楽しかったこと、機会がありましたらまた参加したい、
等の声がありました。また、神栖に来ましたら是非声をかけてください、とのことでした。
「第 189 回・大串貝塚ふれあい公園ウオーク」の写真

<大串貝塚公園 貝層断面観覧施設前>

<大串貝塚公園 TUG テスト測定中>

パスポートの記録認定者の紹介と解説

＜おめでとう! 記録認定者の紹介＞
★新日本歩く道紀行 100 選 完歩 60 回：菅原 公子さん

●記録認定の解説；今回は「新日本歩く道紀行 100 選」について
IWA・IWA 加盟団体が主催するパスポートに掲載するコースの例大会に参
加した方にのみ利用できるものです。茨城県内の、
・歴史の道、
・文化の道、
・こころと祭りの
道、
・森の道、
・水辺の道、
・ふるさとの道、
・食の道、
・港(湊)今昔の道、
・温泉の道があります。
表彰は(1)全 29 コース完歩と、(2)回数完歩(10 回、20 回、30 回・・・)の 2 種類があり、(2）
は同一コースを何回歩いてもカウントします。詳細はパスポートの裏側に記されています。パ
スポート代金は 100 円で、押印料は 100 円です。
（総会時に配布の資料より）
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事務局からのお知らせ
1．JWA・IWA・ひたちなか市スポーツ協会関係情報
(1) 今年度前半の IWA 主催 2 大会の紹介・・・どちらも自由参加です。
① 6/5(日) 第 15 回つくば国際ウオーキング大会、25・15・5km、つくば市
事前申込みは終了しました(当日申込みが可能です)。
② 7/2(土) 第 5 回 3 県境&5 県ウオーク、50km・12km(自由歩行)、古河市
(2) ひたちなか市ウオーキング協会の 2022 年度通常総会は、5 月 6 日に理事総数 15 名中・9 名出
席・5 名委任状出席により開催され、審議議案（1～8 号）は賛成 14 名で全てが承認されました。

2．事務局関係情報
(1) 新人会員の紹介 ★よろしくお願いします。
●沼田 澄江さん ひたちなか市田彦
(2) 健歩の会で使用済み切手を集めて社会福祉協議会に寄付することを続けています。ご家庭で
眠っている使用済切手がありましたら、剥がさずに切手の周りを 5mm 程度残して切り取り、例
会の時などにお持ちいただきますよう、よろしくお願いいたします。

【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 193 回 ひたちなか市_湊線沿線シリーズ(その 1)ウオーク
１．期
日 ：
２．距離・認定：
３．集
合 ：
４．コ ー ス ：
５．解
散 ：

2022(令和 4)年 6 月 18 日（土）
約 7km・ヘルスロード No.185
勝田駅東口(ロックオブジェ脇) 8；45
JR 勝田駅→石川運動広場→海浜鉄道 金上駅→中根駅
中根駅前 12：10 頃(昼食なし)

第 194 回 ひたちなか市_平磯海岸クリーンウオーク
１．期
日 ：
２．距離・認定：
３．集
合 ：
４．コ ー ス ：

2022(令和 4)年 7 月 3 日（日）
約 6km・ヘルスロード No.168、183、184
海浜鉄道 平磯駅前 9；15
平磯駅→平磯コミセン→津神社→平磯海浜公園→平磯海岸＜清掃＞→

５．解

中村彝静養の地碑→国木田独歩静養の地碑→おさかな市場前
おさかな市場前 12：00 頃(昼食なし)

つね

散

：

第 195 回 ひたちなか市_ひたちなか海浜鉄道・古墳ｼﾘｰｽﾞ(その 1)ｳｵｰｸ
１．期
日 ：
２．距離・認定：
３．集
合 ：
４．コ ー ス ：
５．解

散 ：

2022(令和 4)年 7 月 23 日（土）
約 6km・ヘルスロード No.；該当なし
海浜鉄道 平磯駅前 9；15
平磯駅→三塚古墳→中世代白亜紀層→赤塚稲荷古墳→磯崎東古墳群
→酒列磯前神社→大穴塚古墳→川子塚古墳→前山古墳→阿字ヶ浦駅
阿字ヶ浦駅前 12：00 頃(昼食なし)

例会ウオークの問合せ先等
【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
6/5
(日)
6/11
(土)

第 15 回つくば国際ｳｵｰｷﾝｸﾞ大会
IWA

5km;9:00～
白樺の小径と手賀沼散策ｳｵｰｸ 我孫子駅南口

高萩 W

9：00
高萩文化会館
8：30

鹿島灘海浜公園木道歩き

大洋駅

水戸歩

8：40

水戸歩
花貫川あじさいロードｳｵｰｸ

6/15
(水)
6/25
(土)
6/25
(土)

つくば市研究学
園駅前公園
25,15,5km(JVA)
25･15k;7:00～
(ﾍﾙｽ R あり)

りんりんﾛｰﾄﾞ北条の街並み散策ｳｵｰｸ 筑波総合体育館

9：00

第五事

7/2
(土)

第 5 回 3 県境&5 県ウオーク

7/9
(土)

潮風に吹かれて大洗海岸ウオーク

7/14
(土)

道の駅かさまウオーク

7/20
(土)

高萩の里山原風景ウオーク

IWA

古河市 渡良瀬
川土手上

9：00
大洗駅

水戸歩
笠間芸術の
森公園

太田 W
高萩総合福祉
ｾﾝﾀｰ

高萩 W

6km(JVA)
(ﾍﾙｽ R)
8km(JVA)
(ﾍﾙｽ R)
12km(JVA)
10km(JVA)

50,12km(JVA)

受付終了後各自自由歩行
で、科学の街を巡る
民藝に触れ、手賀沼の風に
吹かれる

(昼食持参)
あじさいが満開の花貫川
沿いを歩く
(昼食なし)
雄大な鹿島灘を見ながらの木道
歩き。地元のお店立ち寄り、親
交を深める (昼食持参)
りんりんロードと北条の街
並み中世の遺跡や源氏の史
跡を巡る
受付終了後各自自由歩行

10km(JVA)

(詳細次号)

8km(JVA)
(ﾍﾙｽ R004)

(詳細次号)

8km(JVA)

(詳細次号)

8：30
竜ケ崎駅

8km(JVA)
(ﾍﾙｽ R.60,132)
(詳細次号)
9：00
第五事
(道紀行 108033)
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。
7/30
(土)

コロッケの街を散策するウオーク

<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）
茨城県ｳｵｰｷﾝｸﾞ協会(IWA)

間下
石橋
渡邊
渡辺
大越

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
千春 pahas314@ybb.ne.jp
康孝 4bd79c@bma.biglobe.ne.jp

<編集後記>

電話・FAX
090-3903-0560
090-2433-0821
029-285-1592
090-5333-5843
029-272-8100

編集委員 宮崎

新型コロナのマスク着用に関する政府見解が発表され、屋外については、幅広く着用不要のケース
が認められました。具体的には、ほとんど会話しなければ人との距離にかかわらずマスク着用不要、
会話をする場合でも、人と距離を確保すればマスク着用の必要はないとしました。又、夏場は熱中症
の危険性があるため、屋外の「着用不要」に当たるケースでは、むしろマスクを外すことを推奨して
います。これからは、ウオーキングを楽しむ景色も少し変わっていくと思います。
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