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会

｢琵琶湖一周健康ウオーキング2014｣

を完歩して 草津市 久 野 晶 史

３月1日南草津駅で５周完歩の表彰をして頂ける

と聞き、急に達成感と喜びが沸いてきました。 20

09年7月の定年退職が近づいていた時に、駅で手

にした『東海道本線開業120周年記念琵琶湖一周

健康ウオーキング』のチラシ。真っ白な定年後の予

定表に毎月｢予定を記入できる｣という発想からの

参加が５周もすることになるなんて思いもよらな

いことでした。

同じ道を反対に歩くだけで

違う景色が楽しめました。途中

で足や腰を痛め中止しようか

と思ったことも数回ありました

が、最後の２回の雪･雨という

試練も含め全回無事終えるこ

とができました。

スッタフの皆さん、同行の方々

ありがとうございました。

発行 NPO法人滋賀県ウォーキング協会

〒520-2361 滋賀県野洲市北野1-13-10

TEL /FAX 077-587-6159

http://shiga-walking.sakura.ne.jp

２０１５年(平成２７年）

５．６月号

(第２４号) 湖歩
草津市 永池 修

体力作りを目的に50代から始めたウオーキングで

す。｢完歩｣という言葉は目標であり、達成した時の心

地よさであり、実にいい言葉〈ウオーキングをしない

人には説明が必要ですが〉と思います。

この企画のいい所は、自分に合った速度で信号待

ちが殆どなく、適度な運動量があることです。また、

滋賀県に住んでまだ17年の私には、歩いて５周したと

いうことが、琵琶湖イコール滋賀といわれる中で、

滋賀を知る上で非常に役立っています。

琵琶湖一周健康ウオー

キングに参加して
東近江市 高田純子

琵琶湖一周健康ウオーキン

グに友人と参加し、今回が2年

目で、２回目の完歩ができまし

た。 最初は長い距離を歩け

るか心配でしたが、大勢の人

に元気を貰って歩くことがで

きたように思います。

夏の熱い日や雨の日もあり

ましたが、四季を感じながら琵

琶湖の美しい景色を眺めて、

気持ちよくウオーキングを楽し

めました。何よりも琵琶湖一周

完歩できた時は達成感があり、

嬉しかったです。

今回も３回目の完歩を目指

そうと思っています。

健康維持のため、これから

もウオーキングを続けていき

たいと思います。

｢琵琶湖一周健康ウオーキング2014｣に参加して
東近江市 尾崎 東彦

今回の2014年ウオーキング参加で３回目の琵琶湖一周チャレンジ

となった。地元にいながらマザーレイク琵琶湖を知っていないし歩い

ていない。月に１回のウオーキングで年間計画のため予定が立てやす

い。健康増進のウオーキングであり目標ができて達成感を味わえる。

こんな理由から参加した１回目は2009年７月２０日米原～長浜17ｋｍは

出発式に嘉田知事(当時)を迎えて好天でした。２回目は2012年４月７日

能登川～彦根21kmはかなり激しい風雨の中でした。そして３回目は201

4年４月１３日大津～堅田21kmは曇天の下でした。今迄の２回は反時計回

りで今回は時計回りのため同じ場所でも風景が違って見えました。同

じ場所でも歩く時期が違うと桜や紅葉や雪景色など四季の違いを実

感します。沢山の仲間と知り合えて苦しいけど楽しいウオーキングでし

た。お世話を頂いた滋賀県ウオーキング協会のスタッフの皆様、本当に

ありがとうございました。

昨年度のアンケートより、歩くスピードを３班に分け、自分のスピードに合わ
せて歩くシステムに変更しました。今年度は皆さんに楽しく歩いてもらったの
ではないでしょうか。
参加者は通年の申込者146名、月ごとの申込者898名合計1044名でした。

また年間参加者12回合計で23４1名（平均1回当たり195名）という多くの参加
者が、平成27年3月1日、キャッフィーの迎えを受け 大津港で琵琶湖一周完
歩を達成されました。
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６月７日(日)

６月例会 安土信長まつりウオーク 13km

集合 能登川駅 9:30 解散 安土駅(安土城天主)15:00

信長の命によって建築された安土城は日本最初の

天主閣を備え絢爛豪華な城だったと伝えられていま

す。安土山一帯にある信長の居城跡で国指定の特別

史跡。現在は石垣のみ残っています。眼下に広がる

安土の町並み、西の湖の輝きは絶景。
コース
能登川駅→望湖神社→やわらぎの郷公園→
匠の里→安土城跡→武者行列→セミナリヨ→安土駅

５月２４日(日) 受付9:00 出発9:30

スタート:坂本生源寺 ゴール:比叡山峰道広場

比叡山延暦寺の小林大僧正主宰のもと、峰道広場

にて、｢歩者國寶｣年輪式が行われます。

｢歩者國寶｣とは全国のすべてのウオーカーのために

与えられた言葉で、区切りの年の方に年輪証が授与さ

れます。年輪証は事前申込みが必要です。締め切りは

５月１日まで。

琵琶湖一周健康ウオーキングに参加して
高槻市 根本信子

琵琶湖一周ウオークに参加して３年。2014年、爽

やかな春、暑い暑い夏から秋、北風吹く冬、琵琶湖

の四季を背に歩くことができました。自分を励まし

ながら歩いたことが何度あったことでしょう。でも

ゴール時の達成感に又頑張ろうと思うのです。不思

議ですねぇ―

歩きたくなる道があり、共に歩ける方々に力を頂

いてこそと喜んでいます。これからも体力が続く限

り健康ウオーキングに参加できたらと思っています。

最後に 体力･脚力の差はあっても誰でもが歩く

ことに｢楽しみ｣｢歓び｣を感じるコース企画を願って

います。一年間ありがとうございました。心から感

謝申し上げます。

５月３１日(日)

大空に舞い揚がれ！ 大凧まつり 17km
集合; 能登川駅 ９：30 解散；稲枝駅

来る５月３１日、愛知川河川敷・ふれあい運動公園に

於いて100人の引き手により「東近江大凧まつり」が

開催されます。東近江の大凧は「国の無形民俗文化

財」です。当日は全国各地から集まった愛好家によ

る凧揚げ、ミニ東近江大凧コンテスト、地元物産の

販売など様々な催しがあります。

５月９日(土)・１０(日)
ံὕἜἻộಆἿᯕὣἢἷẩ༬ւᢿὣฦἕἷὐἬ

ὤἜṋṋ ՉἨἷἕἰἱఅἸẩὴᾯ̵ᾛἸẩᤆἼ࠹

ἢἪẪԕোᒊἿἼὀộẕẗί̵ώẩổỔẕẗί̵ώἻἺ

ὓἓὛἪẪ ោἨἠὀᾕᾷᾙᾰᾇᾌὣἥͣἦἕẪ

福岡県 仲山リウ子

４月１３日大津駅に降り立った私は、琵琶湖一周ウオークに参加できる喜びと、歩けるだろうかという不安が半々

でした。一年前が思い出されます。

１月圧巻だった冠雪の山々と琵琶湖の湖面のコントラスト。２月、雪を踏みしめ風雪の中を歩いたことなど思い出は尽

きません。（降水率４２％ まさに雨にも風にも雪にも夏の暑さにも負けず歩いた一年間でした。）

【ウオーキングの好さは何？】

①心身の健康保持 ②自然とのふれあい ③人との出合い（他にたくさん）でしょうか。

今回のウオークはそのすべてを満足させてくれました。博多からの参加はその思いを一層強くしたようです。そし

て２５２ｋｍ完歩。企画運営してくださった皆さま、そして一緒に歩いて下さった皆さま、ありがとうございました。まだ

まだ歩きたい気持ちがいっぱいです。いつかまた皆さんと一緒に歩ける日を楽しみにしています。

ビワイチと私
奈良市 男性

職場の先輩が一人で琵琶湖一周したとの話に刺激さ

れたのが、私のビワイチのきっかけでした。試しに一回だ

け申し込んで、石山から坂本まで歩いた時でした。

大津港で昼食時横の方にチョコレートを貰い知り合った

ことが、その後、私がずっと参加するきっかけになりまし

た。地元だけでなく、神戸、福井、京都など、毎回参加す

る度に広がる人との交流の輪、ビワイチ参加者との交流

が一番の魅力です。

琵琶湖の雄大さだけでなく、早いスピードでの団体歩

行、２５キロを越える長距離歩行、雨天時も気にしない

行動力。気がつけば、いつのまにビワイチ教？の信者に

なっていました。 ビワイチの刺激は私の生活の中で一

番元気の源です。

奈良から片道２時間かけて４月からも４周目に

チャレンジしますのでよろしくお願いします。
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3月２８日(土) 例会

第２回 北国脇往還ウオー ク

河毛～近江長岡 21km

参加者８４名 湖北支部 徳田義介

願ってもない快晴に恵まれ、9：50河毛駅をスタート。

春の湖北路を快適に歩きました。北の山にはまだ真っ白

な雪が残り、集落の梅林は今が盛りと白・紅梅が咲き、

蝋梅も黄色い花を一杯つけていて、ウオーカーの目を

楽しませてくれました。長浜城歴史博物館館長太田浩司

氏著の街道地図を忠実に歩くコースでした。街道には古

い道標が沢山あり、掲げられた案内板を読み、宿場の本

陣跡や、大名休憩所跡その他史跡について、拙いなが

ら少し説明もさせて頂きました。
｢プラザふくらの森｣で少し早い昼食を済ませ再スター

ト。春の陽気の中、里山が広がる道や、集落を通る道は

くねくねと曲がり、車も少なく静かな道で快適なウオー

クでした。山向こうに少しだけ雪を頂いた伊吹山が見え

ていましたが、終盤には全容を現しその雄大さは感動

ものでした。21kmと例会では長丁場のコースのため終

盤、駅に急がれる方があり列が大きく乱れ、今後の運営

の問題点になったことが心残りでした。

3月14日(土) お祭りシリーズ① 左義長祭り

13km 参加者 90 名 担当 小島千代子

雨に煙る西の湖と葭の里円山をウオーク
この日はあいにくの雨で参加者も少なかった。

近江八幡駅から浅小井を通って、安土の山本川沿いに西

の湖へと向かう。途中から雨も止んでお祭り見物の時には

晴れ間もでた。西の湖沿いの自転車道を、枯れ色の葭原

や水郷めぐりの舟、刈りとられた葭など重要文化的景観

第1号に指定された風景を楽しみながら歩く。日牟礼八幡

宮では境内にたくさんの左義長ダシが並んでいた。間近

に見ると図柄は食べ物を使って作り上げられた物であり、
その精細な細工に感動する。

円 山 の 葭

３月21日(日) 里山シリーズ⑧

八幡山縦走ウオーク １５km

参加者 154 名 担当 秋場献夫

当初の計画は八幡山を日牟礼八幡宮の裏側から

登って、八幡城址を経て尾根道を歩く予定であっ

たが、一昨日の雨で危険箇所があるとのことで急

遽ルートが変更になった。
八幡山城址までは市民の山登り道なので歩くこ

とが出来た。山上の西の丸から晴霞の三上山や比

叡山、白く輝く比良、北の丸からは繖山から荒神山

の方まで一望できた。山を下り、麓の公園で昼食を

とり、八幡山の裾を

時計回りで一周した。

縦走コースの降り

口である百々神社

で休憩する。先週も

通った円山の葭原を

通り、八幡の町中を経

て駅に戻った。

４月４日(土) 近江八景シリーズ ②

三井の晩鐘と矢橋の帰帆 16km
参加者 96 名 大津支部 久保久一

大津駅から桜が彩る街中に繰り出すと、他にも三々五

々のグループがあり、長等公園付近まで並進した。

三井寺境内の歴史を感じ、桜に彩られた疎水沿いを観

歩しながら浜大津港に到着した。休憩後歩きなれた｢なぎ

さ公園路｣に入り、膳所城跡公園を目指した。

昼食後、近江大橋を渡りさざなみ街道(東岸)に入り、矢

橋帰帆島で休憩。名所旧跡の｢常夜灯｣や｢鞭崎神社｣を訪

ね歴史を学びながら、ゴールのJR南草津駅へ向かった。

この例会では、道路いっぱいに広がる歩行やカメラ

撮影のために列を離れるマナーが気になりました。

団体歩行の乱れになったり、事故につながる恐れも

あります。お互いに注意しましょう。

足と汗で体感したコースはあなたの貴重な思い出に・・・

歩育「ロッテ工場へ行こう」
３月２６日(木） 参加者：大人１５名、子供３２名

担当 山田龍子

指導者会で初めての歩育活動を企画しました。暖か

い穏やかな日差しの中、JR安土駅からロッテ工場まで

片道３．３kmを、「NPO法人天気村」の方たちと途中合流

してロッテ工場に向かいました。工場ではお菓子とア

イスの製造を見学し、トッポのお土産をいただきまし

た。お昼は近くの老蘇コミュニティセンターで昼食、久

保指導員からレクチャーを受け、帰りも安土駅まで子

供たちは元気に歩いてくれました。今後もこの活動を

通じてたくさんの子供達にウオーキングの良さを知っ

てもらいたいです。

北の丸から西の湖、繖山方面

左義長ダシ
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６/７(日) 安土信長祭りウオーク 能登川～安土 １３km 9：30

16(火) 大津なぎさウオーク㊷ 大津～石山 １２ km 9：30

21(日) 琵琶湖一周2015③ 近江八幡～能登川 9：30 別途予約

７/４(土) 北国脇往還の道③ 近江長岡～関ヶ原 １５km 9：30

12(日) 琵琶湖一周2015④ 能登川～彦根 9：30 別途予約

19(日) 箱館山ユリめぐり 近江今津～近江中庄 １５km 9：30

21(火) 大津なぎさウオーク㊸ 大津～大津 １２km 16:30 たそがれ

ウオーク

ウオーキングをつづける久田 満

この日、電車に乗っている間は晴れていたのに

堅田に着くと雪が積もっていた。しかし、その上を歩

くのは気持ちよく、吹雪いても、木に雪がついて美

しく、感動的で気持ちがリフレッシュしました。

ウオーキングの後、夜休む前に筋肉痛をほぐし、

ヨガに行くと完璧に戻ります。

定年退職しても生活にはストレスが多い者です.ス

トレスや疲労がたまると負の連鎖に陥ることがあり

ます。だから、ウオーキングの感動がいいのです。

歩いたときのお昼のおにぎりの美味しいこと、こ

の上なしです。

ウオーキングで体を痛めたと聞くことがあり、無

理のないよう、人と比較しないで体力に応じてマイ

ペースが一番です。年を重ねても自分の足で歩い

て過ごしたいのでウオーキングを続けていこうと

思っています。
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歩けることに感謝
八幡･蒲生支部 仲川洋子

ウオーキングを始めるきっかけとなったのは地元行政

組合のウオーキングでした。歩き終わった後の清々しい

気分と疲労感を感じることも無く満足感が得られたこと

が始まりです。随分と昔の話になります。それからは色々

な情報で各地で行われている大会を知り近所の人たち

と参加しておりました。そんな時友達に誘われて会員と

なり９年がたちました。
長浜ツーデー、パノラマウオーク、15回かけての琵琶

湖一周でサポーターやスタッフとして少し緊張感を持ち

ながら参加できたことはいい思い出の一つです。又、土

砂降りの雨の中、ずぶ濡れになり恐怖を感じながら歩い

た伊勢路は今となっては懐かしい思い出です。

今まで、通り過ごしてきたところにも歴史があることを気づ

かせてもらったのも例会ウオークです。美しい自然の四季折

々変化と風を感じながら、これからも皆さんと楽しく歩きたい

と思います。そして健康に歩けることに感謝感謝です。

４月１１日(土) 例会 海津大崎観桜の道
永原～マキノ 13km 湖西支部 平崎雄晤

参加者 191 名

下見をした8日は九分咲きで、今年は理想的な花見

が出来ると話し合っていました。ところが予報は雨で

心配しましたが、満開の花と舞い散る花の姿とを満喫

することができ、ベストデイの花見でした。参加者の皆

さんに大いに喜んでもらえるものでした。

10時過ぎに永原駅をスタートし湖岸に出て、桜の並木

を見て、皆一様に｢ワー、素晴らしい！｣と感嘆の声が上

がりました。トンネルの中も歩きやすいようにコーンが置

いてあり、今年は騒音も無く、桜を満喫しつつ昼食。

午後は海津の浜辺から、歩いてきた対岸の桜並木の遠

景を愛でつつマキノに到着しました。

途中で我々ご贔屓の佃煮屋さんに寄り、皆さん行列を

作って買い求めていました。ここで200円で売っている

物が売店では300円と本当に安いことを確認しました。

VERY GOOD TIMINGのお花見ウオークありがとうござい

ました。

４月１５日（水） お祭りシリーズ②

長浜曳山祭り 63 名 湖北支部 徳田義介

長浜祭りは豊臣秀吉が長浜城主の時、男子の誕生を

喜んで町民に砂金を贈り、町民がこれを元に山車を作

り八幡宮の祭りに引き廻したのが始まりといわれてい

ます。当日の天気予報が｢曇り時々雨、雷突風に注意｣と

いうもので参加者が60人余りでしたが、長浜祭りを楽し

みに遠く福井や三重から来て下さった方もおられたよ

うです。
幸い予報に反し日差しも出て祭り日和となりました。

秀吉ゆかりの寺社･豊国神社、知善院を参拝、そして神

照寺に向かいました。次に牡丹寺として有名な総持寺

に参拝。このお寺に梅の木を宿に松の木が育つ｢松梅の

木｣には皆さん興味津々のようでした。この後、雨を想

定して依頼しておいた長浜市役所で昼食。今年1月オー

プンの新庁舎の展望ロビーで気持ちよく食べることが

出来ました。12時半頃八幡宮に到着しここで解散。

この後長浜曳山祭りを自由にご覧いただき堪能され

てお帰りいただいたことと思います。今後も｢お祭り

ウオーク｣続き再び沢山の方に参加頂けることを願っ

ています。

あ と が き


