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7 月の行事便り
第 194 回例会の、平磯海岸クリーンウオークは、7 月 3 日(日)に開催され、会員 23 名・一般
5 名の計 28 名の参加者がありました。梅雨明け後の強い日差しがありましたが、時おり適度な
風も吹く中、平磯海岸に到着しました。海岸は海開きも間近のためか比較的きれいな状況でし
たが、全員で小さなごみ等も拾い、さらにきれいになりました。清掃後には冷たい氷菓がふる
まわれ、ホッと一息つくことができました。
５

また、第 195 回例会の、ひたちなか海浜鉄道応援・古墳シリーズウオーク(その 1)は、7 月 23
日(土)に開催され、会員 17 名・一般 23 名の計 40 名の参加者がありました。新型コロナの感染
が急拡大している真っただ中というだけでなく、猛暑日の天気予報も出ていた中でしたので、
参加を見合わせた人もおられたたかもしれません。そんな中、遠距離の筑西市と古河市から計
7 名の方に参加していただきました、ありがとうございました。また、ひたちなか海浜鉄道株
の吉田社長には出発式でご挨拶をいただきました。
当日は大変な暑い日で「とにかく暑かった」「坂道がきつかった」等の声もありましたが、
全員無事にゴールインすることができました。「この沿線にこのように多くの古墳群があるこ
とを初めて知った」「古墳の説明や質問への回答がわかりやすく楽しかった」等の感想があっ
た一方、第 7 波の感染が急拡大中でもあり、その予防のための 3 密回避を優先したことによ
り、古墳の説明が第 1 班だけであったため、「できれば公平にして欲しかった」という感想も
ありました。今後は、新型コロナの感染状況を考慮しつつ、そういった要望にも応えられるや
り方も慎重に模索していくのがよいと思われます。

<#195 酒列神社にて >

<#194 平磯海岸にて>

＜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> ・ 孫とするラジオ体操夏休み (T.K.)
<川柳> ・ あの世でも貧富の格差あるのかな (K.S.)
・ 悲しいかなリタイア後も予定見る (G.A.)
<短歌> ・ 言うまいと思えど今日の暑さかな ついつい言ってるこの夏の日々 (M.K.)
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「第 194 回 平磯海岸クリーンウオーク」のスナップ

<中根駅～平磯海岸間を歩く>

<中村 彝 静養の地碑>

<平磯海岸>

<津神社>

<平磯海岸に到着>

<解散式・おさかな広場にて >

「第 195 回 海浜鉄道・古墳シリーズウオーク(その 1)」のスナップ

<出発式：吉田社長のご挨拶>

<磯崎東19 号墳>

< 酒列神社にて >

<涼やかな酒列神社 “神秘の参道”>

<市内最大の川子塚古墳>

<ほしいも神社>

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 座間美紀子さん
13,000km 座間 秀夫さん
★IVV 回数記録認定
700 回 座間 秀夫さん

国際市民スポーツ連盟(IVV）は、 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。
-2-

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 主催大会の実績の紹介
① 6/5(日) 第 15 回つくば国際ウオーキング大会、5km・15km・25km(自由歩行)、古河市
参加人数； 5km；119 名、15km；212 名、25km；298 名、計 629 名。
② 7/2(土) 第 5 回 3 県境&5 県ウオーク、12km・50km(自由歩行)、古河市
参加人数； 12km；115 名、50km；245 名、計 365 名(うち、完歩者 299 名)。
(2) ひたちなか市スポーツ協会関連情報
ひたちなか市スポーツ協会より、熱中症予防対策として上限 3 万円の助成金を交付する旨の
通知がありました。助成率は 2 分の 1、対象品は経口補水液、熱中症指数計、氷嚢、氷、冷却パ
ック等で、申請期限は 10 月 31 日です。

2．事務局関係情報
(1) 新入会員紹介
よろしくお願いします！
・後小路 淳子さん 水戸市けやき台
・松本 勝男さん
ひたちなか市津田
(2) 何でもアリーナ Part.22(オープンギャラリー)の紹介
市民交流センター「ひたちなか・ま」を利用している団体を市民へ広報・紹介する行事が 8/31
～9/5 の 6 日間開催されます。ひたちなか市ウオーキング協会・健歩の会の紹介日時は、8/31(水)
と 9/2(金)の各 10 時～13 時が予定されています。自由参加ですので、興味ある方はギャラリー
(勝田中央 1-12 Win-Win ビル 1 階)へお出かけください。詳細は本頁下部の「問合せ先」へ。
【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 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．集
合 ：
４．コ ー ス ：
５．解

散

：

2022(令和 4)年 8 月 21 日（日）
約 6km・ヘルスロード No.；該当なし
大洗鹿島線 大洗駅 8；40
大洗駅→磯浜古墳群→大洗港中央公園・マリンタワー→大洗海浜公園→
西光院→大洗駅
大洗駅 11：50 分頃(昼食なし)

第 197 回 ひたちなか市_ひたちなか海浜鉄道応援・古墳ｼﾘｰｽﾞｳｵｰｸ(その 2)
１．期
日 ： 2022(令和 4)年 9 月 25 日（日）
２．距離・認定： 約 6km・ヘルスロード No.；該当なし
３．集
合 ： 海浜鉄道 中根駅前 9；05
４．コ ー ス ： 中根駅→福道寺→三反田古墳群(6 号・5 号・4 号)→飯塚前古墳→三反田・
塙古墳→金上城跡(熊野神社)→金上ふれあいセンター→金上駅
５．解
散 ： 金上駅前 12：00 頃(昼食なし)
←【注意；当初の予定から変更あり】

第 198 回 ひたちなか市_ひたち海浜公園コキアウオーク
１．期
日 ：
２．距離・認定：
３．その他
：

2022(令和 4)年 10 月 15 日（土）
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
総合福祉ｾﾝﾀｰ
太平洋はだしウオーク
8/20
白砂の高萩の海岸をはだし
7km(JVA)
(ﾍﾙｽ R.172,239 他) で歩く
(土)
8：30
高萩 W
友部駅北口
北山公園と道の駅ウオーク
北山公園の緑と笠間市に新
8/27
10km(JVA)
しくできた道の駅を見学し
(ﾍﾙｽ R.167,253)
(土)
9：00
第五事
ながら歩く
9/16
(金)

文化会館
彼岸花ウォーク(安良川八幡宮)
コロナの収束の祈願と、彼
7km(JVA)
岸花を鑑賞する
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。

<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

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

【 フレイル講座 コロナ特別篇その 6】(読売新聞 7/22 付「解説記事」の抜粋)
老化に伴い、心身の働きが弱る「フレイル」
。立ったり歩いたりが困難になる「ロコモ(運
動器症候群)」。要介護や寝たきりの原因となるこれら二つの状態を予防しようと、国内の医
学会が連携し、今後 2 年間にわたり、セミナー等の啓発活動を展開していく。
【知名度アップ】
➀ロコモ；2007 年に日本整形外科学会が提唱。関節や筋肉等の「運動器」が衰えて、立つ、
歩く、の運動機能が低下した状態。②フレイル：2014 年に日本老年医学会が提唱。要介護
手前の虚弱な状態。③これらは、「メタボリック症候群」に比べ、国民の知名度は低いが、
要介護になる原因の半分以上をこれらが占め、健康寿命を伸ばすために克服が欠かせない。
両者の共通点は、要介護状態になるリスクが健常者の約 4 倍、食事の改善や運動、社会参加
によって回復や予防が可能。
【ハチマルゴー(80GO)運動】
●医学会宣言の一部＝「国民が自らの目標として、実感でき実践できる活動目標として 80 歳
での活動の維持を目指す『80GO』運動を展開する」。
●80 歳で目標とする歩行速度の目安は 10 秒で 11m。この速度を下回る人は 10 年後に要介護
になる可能性が高い。

<編集後記>

事務局 菅原

また新しいオミクロン株新系統 BA・5 とか出てきて悩ませられている。前ほど厳しい行動規
制はないもののいつまで続くのか、ワクチン接種も 4 回目となりこれも終わりとは言えそうにな
い。茨城も感染最多の人数を更新し、ひたちなか市も常に上位に記載されている・・・・
そんな中で例会を行いました。多数の参加者に感謝しながら熱中症とコロナの注意に万全を期
し進めておりますが、何事もなく終了しました時は皆様のご協力があってのことと重ねて感謝致
しております。会員の皆様どうしても出かけるのは面倒になりますが、少しづつ例会の方へ足を
運んでみてはいかがでしょうか。気晴らしになるかもしれません。
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