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２０１９年２月２４日（日）１３時３０分～１６時１０分、コミニュテイセンター野洲で開催されました。中野事務

局長の開会挨拶の後、出席数確認が行われ、正会員１４０名のうち１１９名（内委任状出席者７０名）の出席

者の参加を頂きました。会場が狭く大勢の方が床に座っての総会になり大変ご迷惑をお掛け致しまし

た。

横井議長を選出、小島会長挨拶、議事録署名人（荒川、岩田両氏）の選任の後、議事に入りました。

第 1 号議案・ 2018 年度事業報告、第 2 号議案・ 2018 年度活動計算書報告（決算報告）が行われ、質疑
応答に入りました。

質疑の主なものは、財政健全化への取り組みのうち①支部及び役員活動費などの凍結と解除につい

て、単純に解除すれば元のとおりになる。② JWA 負担金と会費について、協会正会員で JWA 正会員で
もあるので JWA 負担金はどうなっているのか、会費への跳ね返りはあるのか。③補正予算について、実
態に合わせるような補正はすべきでない。という内容でした。

答弁は、①の凍結を解除する場合は、従来の基準に拘らず財政健全化を念頭に理事会に諮ったうえで

決めたい。②の会員が重複する人の分は減らして JWA に支払っているが会費とは関係ありません。③
の補正は昨年の総会で２０１８年の予算について充分検討されていないとの多くの意見があり行ったも

ので、補正はやるべきでないと思っている。と回答し、採決のうえ承認されました。

第３号議案・定款の変更（公示の方法）については 官報掲載の実施についての質問がありましたが、

提案とおり承認されました。

その他報告として、２０１９年度事業計画並びに活動計画予算書の（説明）報告が行われ、予算内での

実施要望が出され、決算報告と同様の説明を行いました。議事は終了し馬場副会長の閉会挨拶で総会

は終了しました。

総会開会の後行う予定の２０１８年度の完歩賞のバッジ授与を行い解散いたしました。

長時間の討議ありがとうございました。

なお、特別功労賞表彰は被表彰者２名が欠席のため行わなかった。

玄関の間 事務室旧朝鮮人街道に面した入口

先日、能登川駅に降りたついでに、事

務所へ寄ってみました。

ネットで場所を調べて、見当つけて歩

いて行きますと、見覚えのある信号に

来ていました。県道と朝鮮通信使街道

との分岐点で、事務所は旧道に面して

建っています。町並みに溶け込んだ懐

かしい建物です。 （小島千代子記）

1 月 26 日（土）小雨混じりの寒い中、早朝から各支部の役員が野洲と能登川に分かれて大勢参集し、
２日間の予定を１日でほぼ引越しを終えました（１月末日まで開所）。

新事務所は２月６日に電話などの移設が完了し、当日から開所しました。当分は週３日（月、水、金）、

１１時～１５時の開所といたします。 住所：東近江市能登川町７８ ＴＥＬ /ＦＡＸ ０７４８－３６－３６４６
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２月２４日(日） 中山道を歩く 草津～野洲 （総会ウオーク） １２km 担当 本部

天気晴れ 参加者 １４１名

好天に恵まれ、２月とは思えない暖かさで、草津駅前には大勢のウオーカーが集まった。 総会ウオーク

ということで、一般の人は若干少なかったようだ。

中山道の西の起点となる草津から、 JR 琵琶湖線とほぼ並行に野洲まで歩く。草津駅前付近は高層マン
ションが並び建ち、昔のイメージと全く違っていた。線路の下をくぐると、道はまっすぐ延びている。栗東

駅を過ぎ大宝神社で休憩。焔魔堂の信号を渡り、一里塚を越すと守山宿。中山道の趣が残る旧街道として

整備され、休憩所もある。前の広場で昼食。１３時頃に野洲コミュニティセンターに到着。

１３時３０分から総会が始まる。 正会員数 １４０名 （出席者４９名、委任状７０名）

活発に議論が交わされた結果、活動報告・会計報告とも拍手でもって承認された。

１月１２日(土） 新春の草津七福神巡り １０ｋｍ 担当 湖南支部 池上幸男

天気 晴 １７５名

今年の初詣に招福と開運を願って草津七福神めぐりを実施しました。当日は天候にも恵まれ、多くの会

員の方々に参加して頂きました。予定した７ヵ所を順次訪問いたしましたが、一般の参拝者も多く、用意さ

れたスタンプポイントでの押印にも長蛇の列ができ、時間がかかり過ぎて一部不満も出ていたようです

が、状況止む無しといったところでしょう。

昼食は「込田公園」でとり、午後からは立木神社に参拝し、次いで太田道灌蔵を訪れ新酒と銘酒を試飲

し、少し寛いだ気分で、くさつ夢本陣、 de愛ひろばを経由してゴール草津駅に向かいました。

年間完歩賞 受賞者

５０回以上 ３名 前年比 ー１

小島達雄 吉村正 山田龍子

４０回以上 11名 前年比 ＋１

川西 洋 松本周雄 片山公雄 中川芳男

橋本勝之 馬場敏雄 森 靖治 山中直樹

中村雄次 鈴木敏道 渡辺昌克

３０回以上 22名 前年比 ＋5

秋場献夫 小林陸見 山本忠司 土川麻里子

平崎雄晤 奥村治郎 駒井透 本田美代

中野彰 永池修 松田敏和 前田宏 毛利由夫

上西利代子 奥野恭子 谷田智子 浜瀬恵子

本田実 高岡啓子 江上斉浩 志村里士

安岡生美

２０回以上 37名 前年比 ±０

宇野良久 岩田春美 下楠周子 竹本良雄

奥谷隆 吉田滉 松浦正和 西村孝子 橋本勲

日野愽子 山口英雄 渡辺和子 木下一男

川地甚市 徳田義介 前田憲治 鳥居則幸

野瀬みき 深田勝敏 谷内静恵 井田一郎

川地弘子 森雅子 石内貞夫 粂山義次

西条孝夫 高橋輝夫 竹内竹幸 戸谷秀子

久田満 山本康子 小林和夫 寺崎博文

中島茂之 堀江宏昭 横井俊和 米島玲代

２０１９年度 事業計画 要旨
(総会資料より)

１．月例会

・６支部が分担の年２回のコース

・お花見コース(２回)

・里山シリーズ(２回)

・平日ファミリｰ 大津なぎさウオーク 全１２回

・びわ湖一周健康ウオーク ２０１９ 全１４回

＊今年度のコースに「歩きたくなるみち５００選」が
５回含まれる。

２．その他の行事
・ KBC ウオーク
４月 歩く日 (神戸）
９月 くつの日 (大阪)

・第 27 回びわ湖長浜ツーデーマーチの取り組み
・第７回おごと温泉びわ湖パノラマウオークの取
り組み
・初心者教室(スマイルウオーキング教室)

３．組織拡大について
正会員１４０名、家族会員８名、 賛助会員３０名
（平成 31 年１月１日現在） 昨年同時期比 １０名減少

年々会員が少なくなっている。組織維持拡大のた
め、参加者に入会を勧める取り組みを強化していく。

４．財政の健全化への取り組み

経費削減に向けてさらなる努力と会員増員による

財政健全化に取り組む。
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3月31日(日) 観桜の道 小関越え 16ｋｍ

集合： 琵琶湖線 大津駅 ９：３０ 解散： 京阪蹴上駅 １５時頃
コース：
大津駅～長安寺～長等公園～小関越～藤尾～一燈園～天智天皇山科御陵～日ノ岡～南禅寺～蹴上げ
見所：
疎水縁の観桜は、今年は一足伸ばして、天智天皇御陵から南禅寺までの桜も楽しみます。明治時代に

日本の技師によって造られた疎水は今もとうとうと流れ、京都方面に生活用水を送り続けています。 南

禅寺の境内を流れるレンガ造の水路閣も 見所です。

３月２４日(日) 里山シリーズ⑯ ヤマオヤジとメタセコイヤ並木 14km 担当 本部

集合： 湖西線 マキノ駅 ９：３０ 解散： 湖西線 マキノ駅
コース：
マキノ駅～知内川～寺久保～ピックランド～メタセコイヤ並木～ヤマオヤジ～マキノスキー場～マキノ駅

見所：

里山のなかにヤマオヤジがいまも残っています。永年の生業のなかで、木々と人々の暮らしを想像して

いただけると有りがたいです。 マキノピックランドやマキノ高原にも、歩を進めます。帰路は、知内川を下

ります。メタセコイアは、新芽をつけているでしょうか。

３月１０日（日） 生水の里(しょうずのさと)を訪ねて １１ｋｍ 滋－０８ 担当 湖西支部

集合： 湖西線 新旭駅 ９：３０ 解散 湖西線 新旭駅
コース：
新旭駅～安井川団地～スポーツ公園～熊野本～日爪～小屋～五十鈴川～湖周道路～深溝～針江～松の花～新旭駅

見所：
新旭町の山辺から湖畔までを巡ります。

安曇川の扇状地にあり、地下水が自噴する針江地区は、昔から川端がしつらえられて、生活用水として使

われてきました。

４月１３日(土) 中山道 番場宿と鎌刃城跡 １３km

集合： 琵琶湖線 米原駅 ９：３０ 解散： 琵琶湖線 米原駅

コース： 米原駅～番場宿～鎌刃城跡～米原駅 健脚向き
鎌刃城

鎌刃城址は標高３８４ｍの山上にあります。典型的な戦国時代の山城で、江北と江南の境目に国境警備

のために築城されました。城主の堀氏は初め浅井氏の家臣でしたが、 後、織田信長に組みし信長軍の最

前線となりました。

４月１０日(水) 第５回海津大崎 観桜の道 滋－０７ １２ｋｍ

集合： 湖西線 マキノ駅 １０：００ 解散： 湖西線 永原駅

コース： マキノ駅～湖のテラス～大崎寺(海津大崎)～大浦～永原駅

滋賀県で一番の桜の名所と言えば、海津大崎。 湖岸を彩る桜並木が湖面に届かんばかりに 枝を伸ば

し、枝いっぱいに見事な花をつけます。

土日の花時はたくさんの人で賑わいますので、今年は平日を設定しました。開花は気温によって変わり

ますが、今年は暖冬ですので例年より早く、ちょうどいい頃ではないでしょうか。

４月１４日(日) ＫＢＣウオーク(歩く日）

集合場所： 六甲風の郷公園 (ＪＲ六甲道駅・徒歩１０分)

集合時間： ９時３０分 距離： １６ｋｍ（健脚向き）

六甲ケーブル下から山上駅(乗車も可) 距離： １１ｋｍ

参加費： ５００円(当日徴収)

コース： 六甲風の郷公園～六甲ケーブル下駅～油こふし～天覧台～記念碑台～六甲最高峰～

一軒茶屋～魚屋道～炭酸泉源広場(ゴール）～神鉄／有馬温泉駅

問い合わせ： 神戸ウオーキング協会 ＴＥＬ：０７８ｰ２５１ｰ０１１４

主 催： 近畿ブロック協議会
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蒲生・八幡支部
ウオーカーカタログ 松浦正和さん

西岡リサさん

５月１１日(土) 第２７回 びわ湖長浜 別途案内

１２日（日） ツーデーマーチ
５月１９日（日） 琵琶湖一周２０１９② 別途案内 南草津駅～守山駅 ９：３０ 18km

５月２１日（火） 平日ファミリー（古の道を歩く） 大津駅～大津駅 ９：３０ １２km

５月２５日(土) 比叡山年輪ウオーク・せっかくウオーク 比叡山坂本駅 ９：３０ １０km

２６日(日) 比叡山年輪ウオーク 比叡山坂本駅 ９：３０ 20km

６月 ９日(日) 余呉湖一周と北国街道 余呉駅～木之本駅 １０：００ １２ｋｍ

６月１６日（日） 琵琶湖一周２０１９③ 別途案内 守山駅～堅田駅 ９：３０ １６ｋｍ

６月１８日（火） 平日ファミリー(牛玉さんの日) 大津駅～石山駅 ９：３０ １２km

６月２３日(日) 西の湖一周ウオーク(水郷巡り) 安土駅～安土駅 ９：３０ １４km

６月３０日(日) 琵琶湖一周２０１９④ 別途案内 堅田駅～志賀駅 ９：３０ １４km

Ｑ： ウォーキングを始めたきっかけは？

Ａ 元々山登りが好きで、よく登っていま

した。「 JR ハイキング」の SWA の里山シ
リーズで平地ウォーキングに目覚めまし

た。

Ｑ：なぜ SWA 会員に？
Ａ 亡き曽祖母が彦根出身で、元々滋賀

が好きだから。それに滋賀は琵琶湖や比

良連峰など自然も多く、信号も少なくて

歩きやすいから。

Ｑ：ウォーキングのどんな点が魅力？

Ａ 仕事のため普段は歩けないので、週

末に一括して歩けること。また、歩くこと

が習慣になって、普段の生活もバスや電

車に頼らず生活できることです。

Ｑ： SWAへの思い
Ａ いつもいろんな企画を考えて、安全

に歩行できるよう、気配りして頂き、あり

がとうございます！

「歩育」消防署へ行こう

4月5日(金) 要予約

春休みの一日、 会員の

皆さんがお孫さんと一緒に

歩くイベントです。

今回は大津駅から大津消

防署まで、約２ｋｍ程の道を

歩きます。

「女子会」 ３月１４日(木)
八幡堀周遊 要予約

集合 近江八幡駅北口
１０：００

会費 ３ ,５００円
コース
八幡別院、新町通り（重要
伝建地区）、日牟礼八幡宮、
八幡堀、宮前(昼食)
ラコリーナ

Q お生まれはどちらですか？

A 京都生まれの、京都育ちで７５歳になります。

勤務は京セラからＫＤＤＩです。

Q ウオーキングのきっかけは？

A 会社在籍中、体力測定がありその結果が、パソ

コンの冷たいコメントでした。これにショックを受け

歩き始めました。

滋賀県ウオーキング協会に入会して以来２４年余

りに亘って歩き続けています。

２０１８年９月１６日にＩＶＶ １０，０００ＫＭ達成しました。

印象深いのは、長浜ツーデーマーチが４月に開催

されていた時に、長浜を出発し北に向かい雪降る湖

岸を、ひたすら寒さに負けずに歩きました。

今後は無理なく楽しく歩きたいと思います。

＊松浦さんは蒲八の支部長を長年務められコース

作りや支部の仕事を一人で黙々とこなしてこられ

ました。

野洲事務所のウオーキングステー
ションは事務所の移転に伴い廃止

しました。
今後は大津/ウオーキングステーション
をご利用下さい。
場所：小川酒店(浜大津２ｰ１ｰ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
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