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8 月の行事便り
第 196 回例会の「大洗港と海浜公園ウオーク」は、8 月 21 日(日)に開催され、会員 23 名・一
般 13 名の計 36 名の参加者がありました。当日は、スタート直後に小雨が降りだして、少し心
配でしたが長続きはせず、その後は曇り空の中、心地よい海風が吹いている時間帯が長く感じ
られました。この時期としては覚悟していた猛暑とはならずに、気持ちよく歩くことができ、
夏の海岸沿いの雰囲気と「お葉付イチョウ」で有名な西光院を巡るコースを楽しむことができ
ました。
「大洗港・海浜公園ウオーク」に参加して
小雨が遠慮がちな大洗駅前広場にて資料
配布、出席押印等いつもながら手際よい準備
と皆の笑顔に再会、「おはよう」の挨拶、準
備体操、さぁ出発、歩く気一杯の面々。いつ
の間にか小雨も止み、涸沼川沿いの桜道公園
を通り、磯浜古墳群へ。
案内板もきちんとあり、2020(令和2)年に国
の史跡に指定された、住宅街の中の車塚古墳
に入れた。小高い丘を思わせる頂上に立つ
と、大洗の町並み、そして海の見晴らしが良
かった。この車塚古墳は円墳88m(全国屈指の
大きさ)である。磯浜古墳群は3世紀中頃、姫
塚古墳から築造が始まり、古墳時代の中期初
頭(4世紀後半)の車塚古墳で終焉を迎えたと
推定されている。私もしばし古代人となり遠
くの海を望んだ。
大洗港中央公園で記念写真、「海は広いな
大きいな」と歌唱したくなる程のゆったりと
した時間が過ぎた。リーダーの旗に導かれつ
つ、西光院へ向かう歩道の藪を避けながら、
左手に巨大な、高々とした石積みが見え、ま
るで城でもあるのかと思われた。会員の方が
「船主さんのお宅ですよ」と教えてくれた。

西光院に到着、仁王門の「あ」「うん」像は
威圧感がなく、静かな優しいお姿だった。手
入れの行き届いた緑の庭と古びた本堂の建物
の美しい調和、お葉つき銀杏も可愛い実をつ
けていた。何時までもここに座していたいよ
うだった。参拝後、海岸線ルートで松並木を
通り、大洗駅へ。マンホールが色鮮やかでつ
いパチリ。楽しいウォークも終盤、再建間も
ない大洗駅で解散式。楽しい6km のウォーキ
ングに感謝です。皆さんのご協力ありがとう
ございました。
(後小路 淳子.)

<大洗港中央公園にて>

＜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> ・ ホコテンの賑わい街の夏祭 (Y.O.)
<川柳> ・ 歳重ね口数多く歩数減る (K.S.)
・ コロナ禍でテレビ電話が愛つなぐ (G.A.)
・ 孫帰省とたんに故障エアコンが (T.K.)
<短歌> ・ 夕方の風に鳥肌久しぶり酷暑の夏もはるかかなたに (M.K.)
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「第 196 回 大洗港と海浜公園ウオーク」のスナップ

<磯浜古墳群；車塚古墳にて>

<磯浜古墳群；姫塚古墳にて>

<西光院 仁王門>

<戻ってきた大洗駅>

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) 下半期の IWA 関連行事の紹介
➀自然歩道を歩こう月間 関東ふれあいの道を歩いてみよう！in 阿見町
10/1(土)～11/30(水) 詳細は同封の案内チラシをご覧ください。
②第 3 回イヤーラウンドウオーキング大会
・11/12(土) 那珂湊駅集合
6、10、20km
・11/13(日) 水戸駅南口さくら東公園集合 11、15、21km
両日とも事前申込のみ。詳細は後日発行予定の案内チラシをご覧ください。
(2) JWA 主催行事の紹介
➀第 45 回 日本スリーデーマーチ
11/4(金)～11/6(日) 埼玉県東松山市
事前申込は 8/1(月)～9/15(木) 5、10、20、30、40、50km

2．事務局関係情報
(1) ひたちなか海浜鉄道応援・湊線沿線＆古墳の各 3 回シリーズについて、それぞれ 3 回目の例
会の解散式の時、完歩した方には完歩賞が贈られますが、この他に、当日の参加者全員にヤク
ルトをお配りしますので、お楽しみに参加されますようお待ちしています。
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【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 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(その 2)ｳｵｰｸ
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】

人も地球も 健康に

水戸ヤクルト販売株式会社
<海浜鉄道応援ウオーク(古墳＆沿線)は、水戸ヤクルト販売(株)様に協賛いただいております>

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 ： 2022(令和 4)年 10 月 15 日（土）
２．距離・認定： 約 6km・ヘルスロード No.301
３．集
合 ： 海浜鉄道 磯崎駅前 9：20
４．コ ー ス ： 磯崎駅→磯崎灯台→酒列磯前神社→比観亭跡・旧酒列神社跡→阿字ヶ浦海岸
→ひたちなか海浜公園西口
５．解
散 ： ひたちなか海浜公園西口 12：00 頃(昼食なし)

第 199 回 ひたちなか市_ひたちなか海浜鉄道応援・湊線沿線ｼﾘｰｽﾞ第 2 回 ｳｵｰｸ
１．期
日 ： 2022(令和 4)年 10 月 29 日（土）
２．距離・認定： 約 8km・ヘルスロード No.；該当なし
３．集
合 ： 海浜鉄道 中根駅 8：55
４．コ ー ス ： 中根駅→ハートケアセンター→名平洞→浄光寺→那珂湊駅→殿山駅
５．解
散 ： 殿山駅 12：00 頃

第 200 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(その 3) 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 11 月 20 日（日）
約 6km・ヘルスロード No.；該当なし
海浜鉄道 中根駅前 9；05
中根駅→福道寺→三反田 14 号墳→宮前古墳(稲荷神社)→ハートケアセンター
→寺前古墳→ピアポート→反射炉跡→那珂湊駅
那珂湊駅前 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
渡里町住民が憩いの場づく
茨大営業所前
渡里湧水群散策
9/10
8km(JVA)
りで総理大臣賞に選ばれた
(ﾍﾙｽ R.127,361)
(土)
水戸歩
8：00
湧水群
7km(JVA)

コロナの早期収束の祈願
と満開の彼岸花を鑑賞す
る

8km(JVA)

城址公園の彼岸花鑑賞と遊
歩道散歩

8km(JVA)
(ﾍﾙｽ R.176,246)

河和田八景の往時を偲ぶ。
ツィンフィールド観戦。
塩の道散策

ﾊﾟﾙﾃｨﾎｰﾙ

8km(JVA)

太田 W

？：00

(ﾍﾙｽ R.170,216,219)

源氏川の彼岸花と鯨が丘の
まち並み

滝川渓谷ウオーク
太田 W
東海 まほろばの里を訪ねて W
水戸歩
大子の街並み散策ウオーク

滝川渓谷 P
9：00
東海駅

9/16
(金)

彼岸花ウォーク(安良川八幡宮)

文化会館

高萩 W

8：40

9/17
(土)

彼岸花鑑賞ウオーク

茂木駅

第五事

10：05

9/18
(日)

河和田八景探訪ウオーク

赤塚駅南口

水戸歩

8：00

9/19
(月祝)

源氏川ウオーク

10/18
(火)
10/22
(土)
10/22
(土)

10km(JVA)

詳細次号

8km(JVA)

詳細次号

大子駅

9km(JVA)
詳細次号
(ﾍﾙｽ R.34)
10：40
第五事
総合福祉S
常陸の小京都たつごの里ウオーク
10/23
詳細次号
8km(JVA)
(日)
高萩 W
9：00
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 qq4t344d@jewel.ocn.ne.jp
康孝 4bd79c@bma.biglobe.ne.jp

<編集後記>

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

編集委員 宮崎

茨城県の新型コロナウイルス新規感染者数は少し減少しています。ひたちなか市の新規感染
者も、少し減ってきています。しかし、自宅療養者や死者はまだ増加しています。
厚生労働省の国民健康・栄養調査による 20 歳以上の国民平均歩数は、男性 6,793 歩／日、
女性 5.832 歩／日であり、女性は減少傾向になっています。男性の方が女性より 961 歩多く歩
いています。皆さんは１日に何歩くらい歩いていますか？心とからだにメリットがたくさん
あるウオーキングで新型コロナに負けない健康づくりに取り組んで下さい。
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