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6 月の行事便り
ひたちなか海浜鉄道を応援するウオークとして、「古墳ウオーク 3 回シリーズ」と合わせて
計 6 回の計画の最初の行事となる、第 193 回例会「ひたちなか市_湊線沿線 3 回シリーズウオ
ーク・第 1 回」は、6 月 18 日(土)に開催され、会員 28 名・一般 32 名の計 60 名の参加者があ
りました。出発式において、海浜鉄道(株)の吉田社長並びにひたちなか市市民活動課の栗林様
よりご挨拶をいただき、市内外参加者へ応援ウオークの趣旨を理解していただきました。ま
た、各シリーズの 3 回完歩者へは記念品としてそれぞれ完歩賞をお渡しする旨の紹介もあり、
各シリーズへ参加をお薦めしました。梅雨の最中にも関わらず、蒸し暑さもない歩きやすい天
候に恵まれ、湊線の車両に計 3 回出会い、田園風景とマッチングして皆さん喜んで、写真撮影
などをしていました。
「湊線沿線 3 回シリーズウオーク・第 1 回」に参加して
今回は、勝田駅から阿字ヶ浦駅まで湊線軌
道(14.3 km)沿線を歩く 3 回シリーズの 1 回
目、勝田駅から中根駅(7 km)を歩きます。初
め、2 列又は、1 列になりながら市街地を歩
き、信号をいくつも渡りました。いつも健歩
の会の旗を持って安全に注意しながら、参加
者を誘導してくださる係の方々に感謝、感謝
です。そして、トイレ休憩の石川運動公園へ。
休憩の後、また、市街地を 2 列、1 列になっ
て歩き金上駅の脇へ。ここで歩きながら湊線
の駅名標が話題に。湊線の駅名標は、それぞ
れの駅付近の特徴をデザインしています。こ
の駅名標は、2015 年みなとメディアミュージ
アムで「グッドデザイン賞」を受賞しました。
また、中学 1 年生の美術テキストで紹介され
ているそうです。駅名標は、このシリーズの
見どころの 1 つだと思います。また、県道沿
いを歩き、ウエルシアでトイレ休憩、その後、
金上保育園から左折して、田園風景の中を走
る湊線沿線へ。田園の端と雑木林の間の道を

しばらく歩いていると、湊線のデイーゼル車
が何回か通りました。そのたびに、足を止め
て手を振ったり、写真を撮ったり。また、側
溝脇の草の上をみると、小さなアオガエルが
数えきれないほど可愛くのっていてびっく
り。さらに、田んぼ側の土手には、ヘビイチ
ゴの赤い実が生っていて綺麗でした。そんな
ことを楽しみながら、いつの間にか中根駅に
着きました。
(佐藤義和.)

<中根駅にて全員集合>

＜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> ・ 梅雨空に飛行機雲のうすき跡 (Y.O.)
<川柳> ・ 笑い顔今日も見たくて馬鹿を言う (K.S.)
・ 何時からか酒より甘味子より孫 (G.A.)
・ 節電をしたいけれども太陽が (T.K.)
<短歌> ・楽しみは菊の若芽の日々の世話三枝バランスよく育つよう (M.K.)
<ヤマアジサイ>
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「第 193 回 湊線沿線 3 回シリーズウオーク・第 1 回」のスナップ

<金上駅～中根駅間の沿線を歩く>

<勝田駅前にて 出発式>

<湊線の全駅名>

<田園風景に溶け込む湊線車両>

<皆で写真撮影>

JWA の感染拡大予防ガイドライン改訂の紹介
内閣府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が 5 月に更新され、マスク
着用に関する規制が緩和されたことを反映して、JWA(一般社団法人日本ウオーキング協会)の「コ
ロナ感染症下でのウォーキングイベント開催に関する感染拡大予防ガイドライン(第 4 版)」が
改訂され、マスクの着用等についての内容が一部緩和されました。参考として、その抜粋を以
下に引用します。
<コロナ感染症下でのウォーキングイベント開催に関する感染拡大予防ガイドライン（第 4 版）>
[マスクに関する改訂部分(抜粋)]
マスクを持参すること(参加受付時や着替え時等のウォーキングを行っていない際や会
話をする際には マスクを着用推奨すること）。ウォーキング中は、政府の基本的対処方針
によれば、他者と近接して長時間会話を交わさない限り、マスクの着用は必要ないとい
うことになっていることを踏まえ、これに準じた指導をする。参加者の判断で着用する者
に対しては、熱中症に十分の注意をするよう指導すること。
また、厚生労働省のホームページでは、今年 6 月付のポスター等で、気温や湿度が高く熱中症
リスクが高い日のコロナ感染防止と熱中症予防を両立させるポイントとして、屋外の場合、次の
ような注意事項を挙げています。熱中症の心配がある場合には、マスクは外し、会話は必要最小
限にすることを優先する必要があります。
●身体的距離(2m 以上を目安)が確保できる場合、または距離が確保できない時でも会話をほとん
ど行わない場合はマスクの着用は不要、●なるべく炎天下を避ける、●こまめに水分を補給する、
●涼しい服装を選ぶ、●定期的に休憩をとる。

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>
●解説；IVV 距離・回数認定について

★IVV 距離記録認定 14,000km 木村澄江さん
★IVV 回数記録認定 1,000 回 木村澄江さん

国際市民スポーツ連盟（IVV=Internationaler Volkssport Verband）
、 世界 44 の国と地域が加盟す
る「成績を競わないスポーツ=市民スポーツ（Volkssport）
」の国際組織。1968 年にドイツで誕生
し、ウオーキング・水泳（水中ウォーキング）・歩くスキーの 4 種目で回数と合計距離の国際認
定基準を定めています。日本市民スポーツ連盟(IVV Japan)が記録の達成を認定しています。
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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 主催大会の紹介・・・自由参加です。
① 7/2(土) 第 5 回 3 県境&5 県ウオーク、50km・12km(自由歩行)、古河市
事前申込みは終了しました(当日申込みが可能です)。
(2) ひたちなか市スポーツ協会の総会が、5 月 25 日に 97 名出席（委任状出席 53 名）で実施され、
ひたちなか市ウオーキング協会(HWA)の事業費は助成金 54,680 円－納入金 10,780 円＝43,900 円
で承認されました。健歩の会総会の予算より実収入が 100 円減少したのは、市内在住の会員数
が 40 名→39 名に１名減少したためです。

2．事務局関係情報
(1) 使用済み切手寄付の声掛けに沢山の切手が届けられました。ご協力ありがとうございました。
今後も継続してご協力をお願いします。
(2) 会費納入のお願い
会費未納入の方は、例会参加時等に納入をお願いします。

【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 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・古墳ｼﾘｰｽﾞｳｵｰｸ(その 1)
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)

第 196 回 大洗町_大洗港と海浜公園巡りｳｵｰｸ
１．期
日 ：
２．距離・認定：
３．その他
：

2022(令和 4)年 8 月 21 日（日）
約 6km・ヘルスロード No.；該当なし
詳細は次号

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
古河市 渡良瀬
川土手上

50,12km(JVA)

受付終了後各自自由歩行

水戸歩

6:00，8:30
大洗駅
8：10

10km(JVA)
(ﾍﾙｽ R012,013)

海岸沿いの潮風を受けなが
ら雄大な海洋を満喫する

7/14
(土)

道の駅(かさま)ウオーク

笠間芸術の森公園

太田 W

？

7/20
(水)

高萩の里山原風景と大高寺奥の院

総合福祉ｾﾝﾀｰ

高萩 W

8：30

7/23
(土)

香取神宮お参りコース

鹿島線香取駅

水戸歩

8：30

7/30
(土)

コロッケの街を散策するウオーク

7/2
(土)
7/9
(土)

第 5 回 3 県境&5 県ウオーク
IWA
潮風に吹かれて大洗海岸ウオーク

第五事

8km(JVA)
(ﾍﾙｽ R004)
7km(JVA)
10km(JVA)

県内 15 番目にｵｰﾌﾟﾝした道の
駅を訪れ、地元農産物直売所
でｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞを楽しむ
高萩の里山の原風景を歩
き、大高寺奥の院を訪ねて
パゴダ(舎利塔)を見学する
東国三社の一つ香取神宮
を参拝し、道の駅佐原で利
根川を眺めながら昼食
ｺﾛｯｹで町おこしをしている
龍ケ崎の市内を寺社仏閣を
見ながら歩く

8km(JVA)
(ﾍﾙｽ R.060,132)
9：00
(道紀行 108033)
総合福祉ｾﾝﾀｰ
白砂の高萩の海岸をはだし
7km(JVA)
(ﾍﾙｽ R.172,239 他) で歩く
8：30
竜ケ崎駅

太平洋はだしウオーク
高萩 W
友部駅北口
北山公園と道の駅ウオーク
8/27
10km(JVA)
道の駅(かさま)
(ﾍﾙｽ R.167,253)
(土)
9：00
第五事
文化会館
彼岸花ウォーク(安良川八幡宮)
9/16
コロナの収束の祈願と、彼
7km(JVA)
岸花を鑑賞する
(金)
高萩 W
8：30
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。
8/20
(土)

<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 河合

新型コロナの第 6 波は、全国の新規感染者数が 10 万人余りだった 2 月初旬をピークに下がりだし
ていた中、5 月の大型連休後の急激な再拡大が心配されていました。しかし、今日に至るまで大きな
再拡大は見られず、世界的にも感染状況はやや落着きを取り戻しつつあります。日本で、世界で、各
地から『 3 年ぶりに何々の行事が開催された』等のニュースが増えている状況です。とてもうれしい
ことですが、まだ不安が完全解消されたわけでなく、これから暑くなり、熱中症のリスクも高くなっ
てきます。今後も油断することなく、できる範囲の感染予防を心掛けながら、今までの経験を活かし
て、自然と触れ合いながらのウオークを楽しんでいきましょう。
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