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草津まちづくりセンターにて総会が行われる

湖歩
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

２０１７年(平成２９年）

３.４月号

(第３５号)

第２４期 通常総会 会長 小島達雄

平成29年2月26日（日）草津町つくりセンターに

おいて、１３３名（内委任状８５名）出席のもとに、（予

定より２０分早く）開催された。功労者表彰のあと、

議長 ・議事録署名人の選出後、平成２８年度の事業

報告及び決算報告が行われました。特に活発な議

論の中心となったのは決算報告でした。

主な内容は、正味財産（繰越金）の減少に危機感

を示す意見が多く出されました。執行部の「原因と

対策について」の回答に１ ０ ０％納得して頂いたと

は思いませんが、危機感をもって歯止めに努力し

ていることを理解して頂き平成２８年度の事業及び

決算は承認されました。
休憩の後、平成２９年度の事業及び予算につい

て、決算の結果を予算にどのように反映させてい

るのかの質問が多く出され、予算（収入と支出）の

執行に当たっては決算結果に沿い行う旨の説明を

し、２時間１０分に及ぶ総会が終了しました。

功労者の表彰

２０年 山下 昇氏

１ ０年 橋田 茂氏

年間完歩証受賞者

５０回以上 ３名 前年比 －２名

吉村正･山田龍子･小島達雄

４０回以上 １１名 前年比 －１名

片山公雄･久田満･小林陸見･駒井透

馬場敏雄･橋本勝之･深田勝敏･松浦正和

不動隆史･松田敏和･本田美代

３０回以上 １５名 前年比 ±０名

竹本良雄･土川麻里子・本田実･中村雄次

上西利代子･前田宏･山本忠司･ 岩田春美

鈴木敏道･志村里士･平崎雄晤･小林和夫

安岡生美･奥谷隆･竹内竹幸

２０回以上 ３２名 前年比 ＋７名

秋場献夫･徳田義介･吉村良也･横井俊和

渡辺幸雄･池上幸男･米島玲代･荒川義一

坂田由紀枝･寺西英次･日野博子･前田孝子

江上斉浩･栗山俊寛･栗山宏子･宇野良久

西岡リサ･根本信子･前田イツ子･井上美智子

髙橋輝夫･坪田定司･堀内久雄･堀江宏昭

寺崎博文･薫森たみ子･下楠周子･吉田滉

森雅子･河原崎雄一･北野照美･中島茂之

南草津駅西口広場で会長より完歩のバッチを受け
取る会員

総会ウオーク 瀬田～草津 １３ km 参加者 ９３名

朝は冷え込んだが、幸いウオーキング日和となった。

瀬田駅から少し行ったところの市民センターでトイレ休憩を

し、旧東海道に入る。東海道旧跡の説明を聞きながら南草津

駅に到着。そこで早めの昼食をとる。

出発前に、平成２８年度完歩者に会長から完歩証を手渡す

セレモニーがあった。

南草津から草津までは新しく出来たまっすぐな道が続いて

おり、午前中歩いた道とは対照的であった。総会会場へは早

く着き、始まるまでゆっくりくつろいだ。
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１月９日（月） 初詣ウオーク

「多賀大社への道」 参加者 １２１名 湖東支部

今年最初の例会。新しくなった彦根東口広場で、新年の挨拶が交わされる。

曇り空であるが風もなく、気持ちよく歩ける。最初に野田山の金比羅さんに

立ち寄り、手を合わせる。国道や裏道を通って行くうちに多賀のあけぼのパ

ークに到着。図書館や博物館があり、裏には斜面を利用した広々とした公園

ありで、皆さん思い思いの場所で昼食を摂る。

多賀大社は大勢の初詣客で賑わう。神社を出る頃から雨が降り出した。予定は高宮駅がゴールである

が、雨あしが強くなり、多賀駅から電車に乗る人が多かった。電車組と歩き組に分かれ、高宮駅まで行く。

そこから歩いて JR南彦根まで足を伸ばす人もおられた。 今年一年、会員の無事を祈って・・・ 9

多賀大社 参拝客で賑わう

１月１５日（日） 江若鉄道 廃線ウオーク

雪の中のウオ－ク （堅田～近江舞子） 参加者15名 湖西支部 荒川義一

前夜からの大雪。朝起きてみると一面真っ白。どんどん降ってきた。参加人数を心

配しつつ集合地点の堅田駅に向かう。着いてみればさすがに一般参加の方は少な

く総勢15人だった。

出発式のあと、１０時に雪中ウオ－ク開始。堅田駅前の道を北へ進み、湖西線沿い

に新雪を踏みしめ歩くが早速吹雪いてきた。真野川に石積みの橋台跡が残ってお

り、暫く会長の説明を聞く。最初の休憩は小野駅。周りが見えないくらいの降雪の中

を歩く。高台の小野の町からは山も琵琶湖も真っ白で見えない。坂を下りた地点から

和邇駅まで湖西線に平行して江若鉄道が通っていた広い道を歩く。和邇駅から湖西

線の側道を歩く途中の喜撰川にも橋台が残されていた。国道蓬莱に出て、八所神社の前を右折し蓬莱駅に着いたのは

１２時を廻っていた。

昼食にしたいところだったが、狭い構内で風も強かったのでもう少しがんばって次の志賀駅で食べることにする。

蓬莱駅からは益々積雪量も増え、吹雪も強くなってきた。めったにない銀世界の雪中ウオ－クを楽しんでいる方もおら

れた。比良山は全く見えず、降った雪がマフラ－や帽子に積もっていく。湖岸に出て少し歩いた所で志賀駅に１３時に着

き、駅構内で昼食を摂る。その後、比良駅で休憩した後、雪の庭園を鑑賞しながら手作りのよもぎ入りおはぎを頂く。熱

いお茶のサ－ビスもありホッと一息。近江舞子駅まではもうすぐだ。ようやく太陽が顔を出し、雪化粧をした比良の山
なみも見えてくる。15時１０分無事近江舞子駅に全員ゴ－ル。帰りの電車の中では心地良い眠りについて
いる方もおられた。
悪天候の中、雪と格闘しながら最後まで歩かれたウオ－カ－のみなさん、たいへんお疲れ様でした。きっと思

い出に残る一日になったと思います。

２月11日（土）東海道ウオーク ③
冬の酒蔵巡り 12km

参加者 55名 担当 湖南支部

前日から県内各地に大雪警報等が出ていたため、

参加者は５５名でのウオークとなりました。当日３コ

－スが予定されていましたが、他の団体の２コ－ス

は中止となる中、当協会のみ催行しました。９時５０

分に三雲駅をスタ－トして暫くは雪景色でしたが、

旧東海道の弘法杉を過ぎて石部方面に向かって歩

いていくと雪は少なくなってきました。
１１時過ぎに一番目の北島酒造に到着し試飲や酒
粕等の買い物を楽しみました。北島酒造を出発後、
石部まちづくりセンタ－で昼食を摂りました。
昼食後１２時５０分頃に２番目の竹内酒造に到着しま
しが、みなさん試飲や清酒・酒粕等の買い物に余念
がありませんでした。湖南市のイベントが当日の朝
に中止となったため、スタンプラリ－や記念品の配
布が取り止めになったのは残念でした。

２月１９日（日）立木観音を訪ねて
石山駅～立木観音～石山寺 １８ km

参加者 １９３名 担当：大津支部 渡辺昌克

快晴で肌寒い日。瀬田川西岸を、唐橋へ、橋を

渡ってアクア琵琶に歩を進め、南郷洗堰を渡って

「双葉屋」の前登山口から立木観音への登りが始

まった。登山道は、道は狭くて，長蛇の列になり、

後尾の人の姿は見えなかった。１２時２０分に立木

観音に到着、ここで昼食。

冷えた体に、温かいゆず茶の接待はおいしか

った。観音前の広場は、２００名の人数で、埋め尽

くされ、肩を寄り添えながらの食事だった。昼食

後、元来た道を長蛇の列で下山。途中で御霊神社

に寄り、南郷公園でトイレ休憩。ほたる橋を渡って

石山寺へ、ここで解散。５～６名の人が、石山寺の

梅花を見るために、石山寺に入って行かれた。
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朝鮮通信使の道を歩く① 3月12日(日)

野洲～安土 18km 担当 蒲生・八幡支部

集合 JR琵琶湖線 野洲 9:30
解散 JR琵琶湖線 安土駅 14:30頃

コース 野洲駅～遊林寺～仁保橋～加茂神社
～願成就寺～八幡別院～安土駅

見 所 朝鮮通信使一行が昼食、休憩をされた

八幡を通ります。 当日は県下の奇祭といわれる

「左義長祭り」が繰り広げられ、混雑が予想されま

す。時間によってはダシの巡行に出会えるかも知

れません。ダシは担いで歩き回りますので激しい

動きがあります。気をつけて歩行していただくよう

お願いします。

尚、「朝鮮通信使の通った道」シリーズ全３回では、毎

回先着１００名様に缶バッジ プレゼントがあります。

３月26日(日）里山シリーズ⑫ 三上山（健脚向き）1４km 担当 本部

集合 JR琵琶湖線 野洲駅 9:30 解散 野洲駅

コース 野洲駅～御上神社～天保義民碑～三上山～花緑公園～銅鐸博物館～野洲駅

見 所 ： 近江富士と呼ばれる美しい形をした山は県内の平野部からはどこからでも眺められます。一度は登っ

てみたくなる山ですが、山頂近くは結構険しいです。山登りの準備を怠らずに挑戦してみましょう。

街道シリーズ 第３弾 朝鮮人街道
今年度は、野洲から彦根まで約40kmの朝鮮人

街道を３回に分けて歩きます。
関ヶ原合戦で勝利した家康が京へ上るときに通

った道で祝勝の道と言われ、その後朝鮮通信使が

通る道となりました。近江では野洲の行畑で中山

道から分かれ都市部を通り、文人や豪商たちと通

信使との交流が盛んに行われました。通信使は将

軍の代替わりに招かれ、全１２回のうち11回この

道を通っています。地元ではいつの頃からかこの

道を朝鮮人街道と呼ぶようになりました。

第１回 野洲～安土 ３月12日(日) 18km

第２回 安土～稲枝 ７月２日(日） 12km

第３回 稲枝～彦根 ９月17日(日） 14km

４月２日(日）石田三成生誕地を巡る道 1５km 担当 湖北支部

集合 JR東海道線 近江長岡駅 ９：３０ 解散 JR 北陸線 長浜駅 １５：００頃

コース 近江長岡駅～三島池～大原観音寺(三献の茶)～石田神社～三成生誕地(石田会館)～長浜駅

４月５日（水） 「歩育」けいたくんにあいにいこう ５Km 要予約 TEL 077-587-6159
集合；大津駅 10 ： 00 解散； 13 ： 30頃 定員：６０名 参加費； 500円 受付けは終了しました

持ち物 ； お弁当･お茶･雨具

コース･見所； 大津駅から歩いて県警へ行き、警察の人のお仕事や警察の中のシステムを見学します。

４月13日(木）祭シリーズ 山王祭と門前町坂本を歩く 10km 担当 本部

集合 JR湖西線 唐崎駅 9:30 解散 JR湖西線 比叡山坂本駅

コース 唐崎駅～唐崎神社～七本柳～坂本城址～滋賀院門跡～日吉神社～生源寺⇒比叡山坂本駅

見 所
山王祭は湖国三大祭（長浜曳山祭、大津曳山祭、日吉山王祭）の一つです。４月１２日から１４日まで、勇

壮で華やかな祭が繰り広げられます。なか日の１３日は１３時から花渡り式があり、５才位の男の子が鎧を着

け、花笠を引きます。一の鳥居から大政所までゆっくりと１２基の花笠が華やかに進みます。

１８：３０からは勇壮な宵宮落としの神事が行われます。

第3回KBCウオーク 京都大会 西山のみちウオーク 4月16日（日） 雨天決行

集合場所；★20･10km：嵐山中之島公園（ JR 嵯峨野線 嵯峨嵐山駅） ★５km：イオンモール京都桂川

①松尾大社と大原野神社を巡るみち 約 20km 自由歩行 集合 ８：４５ スタート ９：００

嵐山中ノ島公園～松尾大社～西芳寺～天皇の社古墳~勝持寺（花の寺）～大原野神社～大蛇ヶ池
公園～洛西竹林公園～イオンモール京都桂川

②松尾大社と樫原廃寺跡を巡るみち 約 10km 自由歩行 集合 ９：１５ スタート ９：３０

嵐山中ノ島公園～松尾大社～西芳寺～天皇の社古墳～三ノ宮神社～樫原廃寺～竹林公園～イオンモール

③物集女車塚古墳を巡るみち 約 5km 団体歩行 集合 １０：１５ スタート １０：３０

イオンモール京都桂川～物集女車塚古墳～桓武天皇皇后稜～洛西竹林公園～イオンモール京都桂川
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１3(土）・14(日)15日（月） せっかくウオーク
中央会場 長浜市民庭球場

５月１３日~１５日 第25回びわ湖長浜ツーデーマーチ 別途「大会案内書」

１６日(火) 平日ファミリー 西近江路を歩こう 大津駅～比叡山坂本駅 ９：３０ １２ｋｍ

２１日（日 琵琶湖一周２０１７ ② 南草津駅～守山駅 ９： 30 ２0km

27(土)28(日) 年輪ウオーク 別途案内

６月 ４日(日) お田植祭（多賀大社）を訪ねて 米原駅～彦根駅 10:00 １５ｋｍ

１１日(日) 保津峡～嵯峨野・金閣寺へ 保津峡駅～京都駅 ９：３０ １３ km

１８日(日) 琵琶湖一周２０１７ ③ 守山駅～和迩駅 ９：３０ 20km

２０日(火) 平日ファミリー 旧東海道を歩く 大津駅～石山駅 ９：３０ 12km

２５日（日） 幻住庵を訪ねて 石山駅～京阪石山駅 ９：３０ １２ｋｍ

２ ０ １ ７年度近畿マーチングリーグ日程表

参加費 事前申込み １,５００円 中学生以下無料
当日参加 ２ ,０００円 中学生以下無料

●せっかくウオーク １,５００円

申込み期限 4月１４日（金）必着
＊参加者名簿の記載期限は 4 月７日(金)受付分迄となります
参加申込み方法 パンフレットの参加申込書に必要事項を

記入し郵便局で振り込み

歴史と文化の町 堺を歩こう

６/３（土）・４（日）
第１２回堺ツーデーマーチ

TEL ０６－６２１０－５５３２

比叡の風を感じて湖畔を訪ねてのツーデーウオーク

９/９（土）・１０（日）

第５回おごと温泉・びわ湖パノラマウオーク
TEL ０７７－５２２－７５１８

雪舟も愛した癒やしの道…日本三景天橋立

９/３０（土）・１０/１（日）
第２６回天橋立ツーデーウオーク

TEL ０７７２－４５－１６２４

弥生時代のロマンやみどりと
水の癒やしを訪ねて

１０/１４（土）・１５（日）

第１９回和泉弥生ロマンツーデ－ウオーク
TEL ０７２５－９９－８１２３

豊かな自然と歴史、文化のまち海南を
『歩く＋食べる＋楽しむ』

５/２０（土）・２１（日）

第６回きのくに海南歩っとウオーク
実行委員会 ０７３－４９２－３３６４

誕生(はじまり)の地・日本(やま
と)を歩く

１１/２５（土）・２６（日）

第１４回大和路まほろばツーデ－ウオーク
TEL ０７４４－２４ー３１１０

異国情緒溢れるおしゃれな街

１０/２８（土）・２９（日）

第９回みなと町神戸ツーデ－マーチ
TEL ０７８－２５１ー０１１４

天空を楽しむウオーキング

１０/未定

第12回世界遺産高野山ツーデ－マーチ
TEL ０７３６－５６ー２０７６

歩いて ,笑って ,味わって ,わくわくウオーキング
１１/１１（土）・１２（日）

第２８回加古川ツーデ－マーチ
TEL ０７９－４２７ー９１８０

お知らせ

大津/ウオーキングステーション 開設

場所：小川酒店（浜大津２ -１ -３１)
8:00~19:00 tel 077-524-2203

コース：
①なぎさコース
浜大津～近江大橋～矢橋帰帆島

～近江大橋～浜大津

②大津京コース
浜大津～大津京～浜大津

あとがき
この冬は例年にない大雪に見舞

われました。

春の日差しの下、ウオーキングス

テーションを利用して、地図を片手

に歩いてみてはいかがでしょう。
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