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申し込み不要(当日受付） 雨天決行（但し警報発令寺は中止）

参加費 ：５００円（中学生以下無料、但し大人の同伴者必要）

距離 集合場所 出発時間 距離 集合場所 出発時間

３０ｋｍ 石山駅 ８：００ ９日 ４２．１９５ｋｍ 雄琴緑地公園 ８：００

８日 １７ｋｍ 大津駅 ９：４０ (日） ２８ｋｍ 南草津駅 ９：１５

(土） １５ｋｍ 雄琴緑地公園 ８：００ １０ｋｍ 雄琴緑地公園 ８：４５

１０ｋｍ 雄琴緑地公園 ９：００ ７ｋｍ 雄琴緑地公園 １１：００

ゴールは全ておごと温泉観光公園です。 詳しくはパンフレットを御覧下さい。

第２６回びわ湖長浜ツーデーマーチを振りかえって 実行委員会事務局 服部雅史

２０１８年(平成３０年）
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湖歩
９/２(日)

２０ｋｍコース
集合： 石山駅 9：００

石山駅 ⇒ 石山寺前 ⇒ 瀬田川洗堰
⇒ アクア琵琶 ⇒ 瀬田唐橋東詰 ⇒
近江大橋 ⇒ サンシャインビーチ ⇒
大津港 ⇒ イオンスタイル大津京

１０kmコース
集合： 石山駅 １０：００
石山駅 ⇒ 膳所城公園 ⇒

サンシャインビーチ ⇒ 大津港 ⇒

イオンスタイル大津京

ゴール イオンスタイル大津京 4F イベントコーナー
１２：００から 抽選会があります

９/８・９

今年で２６回目を数える「びわ湖長
浜ツーデーマーチ」を、５月12・13
日の２日間にわたり開催しました。
今大会も、周辺整備が完了した

「長浜市民庭球場」のコート内を

メイン会場とし、「遊覧船コースの

設定」や、「昼食会場でのみそ汁・

スープサービス」等、様々な趣向を

凝らし、半年も前から長浜らしいお

もてなしの心を、参加ウオーカーに

届ける準備を行ってきました。

しかし大会当日、我々と参加者

を苦しめる大きな敵が現れたので
す。それは、初日のうだるような

暑さと２日目の凍えるような大雨、

天候の問題でした。私の普段の行い

が悪いのか、強い日差しと強い雨脚

は、２日間にわたり容赦なく参加ウ

オーカーに襲いかかりました。

しかし、ゴールされたウオーカー

からは「氷入りの冷たいお茶が最高

でした！」「冷えた体に温かいスー

プは心も体も癒されました！」「晴

れと雨の両方の琵琶湖を見れまし

た！」等の声を沢山いただき、参加

ウオーカー皆様の心には、きっと天

候の問題を超えた「素敵な長浜の

足跡」を刻んでいただけたことと

思います。

これからも私たちは事務局とし

て、参加者ファーストの観点を忘

れず、ウオーカーが湖北長浜で安

全かつ快適にウオーキングを満喫

していただけるよう努力してまい

ります。
そのためには、主催の総力を

結集すること、地元市民、地域団

体のご協力が不可欠です。これま

でにない「びわ湖長浜ツーデーマ

ーチ」を創り上げるため、今後も

引き続き関係各位、地元住民の皆

様のご支援をよろしくお願い申し

あげます。
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７月２２日（日） 東海道ウオーク⑤ 大津～京阪三条 １２ｋｍ 快晴 本部 奥谷隆

参加者 107名 (山科駅で解散 ３０名)

連日 37℃を超える猛暑にもめげず 107名が集合

大津駅から京都三条大橋に向けた道中、大津宿本陣跡、スタートして 1 ｋｍの時点で既に 33℃。
国道 1 号を渡り逢坂山関跡を過ぎ進むこと約 2 ｋｍ。井筒八つ橋本舗で一時の休息（試食・冷茶・お土産購
入）。進んで山科地蔵徳林庵の付近から京都の名所が立ち並ぶ、ラクト公園で昼食。

スタート時に IVV を配布、一部の方はコースアウト。天智天皇陵・亀の水不動尊・南禅寺を右に見て疏水記
念館で一息して目的地京の都三条大橋へ。

７月１７日(火） たそがれウオーク (ミシガン乗船） １２ｋｍ 本部 松浦正和

天気 晴 参加者 １４９名

今回は、夕暮れ時１６：００大津駅集合。浜大津港からミシガンに乗船、しばし湖上の人となりました。

船内ではトークショウを楽しむ人々、デッキで風に吹かれる人々、遠い昔の思い出に浸る人々と、思い思い

の船旅？ 充分に楽しんでいただけたのではないかと思っております。

7月29日(日) 志賀大 仏を巡る道 滋-１０ １４km
おぼとけ

曇りのち晴（一時雨） 参加者 32 名 大津支部 川西 洋

逆走台風通過直後に関らず健脚自慢が唐崎駅に集合。古墳上に築かれた倭神社、高砂古墳公園を経
しどり

て雨に濡れた旧志賀越えの道を上り、百穴古墳群を見学。 1400 年前の横穴式古墳群から渡来人を偲び、

更に上ると花崗岩に厚肉彫の大仏を祀る社に辿り着く。その後桐畑古墳、大伴黒主神社を巡り、近江神宮

で昼食。食事中に降雨激しくなり大津駅までの歩行を断念し大津京で解散した。俄か豪雨から温暖化の

厳しさを、古墳群、古寺、廃寺跡から近江の歴史を感じた思い出深い歩きであった。

8月８日(水) たそがれウオーク １２km 参加者 100名 本部

大津駅（集合）―長等公園ー大津京駅ー近江神宮ーびわ湖大津館

―大津港―琵琶湖ホテル横の階段ー大津駅（解散）

陽差しがやわらぎ始める頃、大津駅前広場に大勢の参加者が集ま

った。歩き慣れたコースも、刻々と変わる夕映えの空がいつもと違う

景色を見せてくれる。

湖上から爽やかな風が吹き渡り、身も心も癒やされ、今日一日の厳

しい暑さも吹き飛ぶ心地だ。

７月１日（日） 景清道を訪ねて 安土から五個荘へ １２ｋｍ(or１６ｋｍ）

天気 晴 ７６名 湖東支部 中野 彰

前日の大雨がウソのように、晴天に恵まれ（ちょっと暑すぎ）いざ、出発！ 市街地を通り抜けて田ん

ぼ道に出ると涼しい風が吹き抜け心地よい。景清道との最初の出会いは影清橋の道標。

浄厳院の横を通り過ぎ、安土セミナリヨで休憩。安土考古博物館から繖山の麓を歩き、 石寺で昼食。

午後から教林坊を経て中山道を歩き、清水鼻へ。清水鼻より中山道から分かれて景清道を五個荘へ。石川

地区に入ると景清道の真新しい道標が左手に建っている。金堂の大城神社脇の道は今も景清道の佇まい

を色濃く残している。

金堂の街並みを通り、「ぷらざ三方よし」へ。ここで一旦解散。熱中症で倒れる人もなく全員無事到着。

半数の人はバスで JR能登川駅へ、残りの人は能登川駅まで歩行。 暑い中、お疲れさまでした。
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ウオーカーカタログ

酷暑のビワイチ 彦根～長浜

熱中症厳重警戒が発令されている最中、

十分な準備と覚悟をしてきたであろうウオー

カーが彦根駅に集合。

スタッフは普段以上に念入りな諸注意を述べて

から順次出発。金亀公園を通り、彦根港、松原水泳

場へと進む。 この辺りから左手に琵琶湖が続き、

湖面からのさざ波や、時折吹く風を感じて幾分暑さ

が和らぐ気がした。

小刻みに通常の倍くらいの休憩タイムを取り、水分

補給を促した。「近江母の郷」に到着して、スタンプ

押印と昼食タイム。

午後は「近江の館」に立ち寄り、甘酒などの接待を

受けてほっと一息！ 「あと少し!」と声を掛け
合いながら、長浜鉄道スクエアでスタンプ

押印と IVVを手渡し解散。

９月２２日（土） 枝豆収穫祭ウオーク
１４ｋｍ 注：当初計画の日付と変わりました

集合 湖西線 マキノ駅 １０：００

解散 湖西線 近江中庄駅 １５：００頃

マキノ駅～メタセコイア並木～マキノビックランド
～枝豆畑～近江中庄駅

マキノピックランドで休憩後、

枝豆畑で枝豆を収穫します。

ビニール袋とハサミをご持参

下さい。

１０月２１日(日） 里山シリーズ⑮
岩戸山十三仏から箕作山 10km

集合 琵琶湖線 安土駅 ９：３０

解散 近江鉄道八日市駅 15 ：００頃

安土駅～旧安土町役場～元気園～岩戸山～ 箕作山

～太郎坊宮～延命公園～近江鉄道八日市駅

聖徳太子が自らの爪で十三体の仏さまを彫ら

れたという言い伝えのある岩戸山に登ります。

尾根道を通り箕作山から、本殿の周りに巨岩･

怪石が散在する太郎坊宮へと下りていきます。

１０月１４日(日） 高月観音の道
１４ｋｍ 担当 湖北 徳田義介

集合 北陸線高月駅西口（琵琶湖側） ９：３０
解散 〃 高月駅東口

高月駅～薬師堂～磯野寺～光明寺～横山神社

～赤分寺～赤後寺～円満寺～理学院～渡岸寺～

高月駅

湖北の集落には渡岸寺の国宝十一面観音様を

はじめ沢山の観音様がおられます。毎年高月観

音まつりが開催され、戦国時代戦火から村人が

必死に守った観音様が御開帳され、普段はひっ

そりとしたお堂ですが、灯りと花や御供えで飾ら

れて、善男善女のお参りで賑う観音さまを巡りま

す。

１０月１４日(日） 東海道浪漫歩行
３０ｋｍ 石部宿～土山宿

１５ｋｍ 水口宿～土山宿

集合場所：道の駅あいの土山

集合時間； ３０ km ；７：００ １５ km ；１０：００
あいの土山に集合後、シャトルバスで移動

スタート ３０ｋｍ；石部宿場の里 ９：３０

１５ｋｍ；ひと・まち街道交流館 １２：００

参加費；３０ｋｍ 大人 ４０００円 小人 １０００円

１５ｋｍ 大人 ３０００円 小人 ５００円

申込締切 ２０１８年９月１４日(金)

主催； 東海道浪漫歩行実行委員会

県内外の神社仏閣や史跡巡りを兼ね

てのウオーキング歴は１５年以上になります。

琵琶湖一周健康ウオーキングは６周目。体力

気力の範囲内で完歩するように、無理は禁物で

す。余裕があるときは、完歩後の疲労が心地よく

感じられます。

以前と同じ場所に、同じ地域で、同じ湖水や湖畔

の景色を見ていても、違って見えるものです。自

然の美しさや偉大さには、感謝の念も出てきます。

人も自然の中の一部です。そう思えば、白い風雪

の時、梅雨のしとしと雨の時期でも、自然と仲良

くなって苦痛でなく歩けるはずと、全てが

楽しく思えてきました。

彦根市在住

小澤フミ子

７０歳代前半

８／５ 第５回ビワイチ
彦根～長浜 ２１３名 １５ｋｍ

土川麻里子
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? 東近江市能登川にお住まいの前田宏さん(７９才）に聞きました。

１１月４日（日） 琵琶湖一周２０１８ ⑨ （永原～今津） 別紙「大会案内」 １０：００ ２０ｋｍ

１１日（日） いせみちを歩く 近江八幡駅～八日市駅 ９：３０ １３km

２０日（火） 平日ファミリー 大津駅～膳所駅 ９：３０ １２ｋｍ

２３日（金） 紅葉に燃える宇治を歩こう JR宇治駅～ JR宇治駅 ９：３０ 14km
２５日（日） 琵琶湖一周２０１８ ⑩ (今津~高島) 別紙「大会案内」 １０：００ １８ｋｍ

１２月 ２日(日) 北国街道と戦国武将縁の地を巡る 米原駅～長浜駅 ９：３０ １２ｋｍ

９日(日) 琵琶湖一周２０１８ ⑪ （高島～志賀） 別紙「大会案内」 １０：００ １７ｋｍ

１１日（火） 平日ファミリー （師走の町歩き） 大津駅～大津駅 ９：３０ １２km

１６日(日) 納会ウオーク（師走の彦根城下を訪ね 彦根駅～彦根駅 ９：３０ １０ｋｍ

て）

《ウオーキング》 あれこれ Ⅵ 前号のつづ き

「快適に歩く」ための１０ポイント ウォーキングインストラクター

ṻắ֠ϜἼҸὝἰՠෛὀϱἸἪἜƘ

５０才までは仕事ファーストで、運動不足のため体力が落ちていました。ぼつぼつ運動をしようか

なと思っているときに、新聞で滋賀県歩け歩け協会の案内を見て、篠原駅から長命寺への「西国巡

礼の道」に初めて参加しました。その後入会(平成６年)し、その年の５月の連休に信楽から三重県伊

賀上野までの 2 泊 3 日の「第一回小さな歩く旅・東海自然歩道を歩こう」に参加しました。北村一法
元会長、嶋津元事務局長、因おばあちゃん他総勢７名の楽しく、しんどい思い出深いウオーキングで

した。
ṻắθἸฦἕἷẩ͜ᄧ৩ἕԅἼีἤἹὀƘ

JWA 主催の「東海道５３次ウオーク」で５年強を要して完歩したことは何時までも思い出として残
っています。

ṻắὪὮ̵άᾷὴὣᏐἢἷἕἷᕠἜἴἰἹ৩ἤἹὀƘ

ウオーキングとともに健康が取り戻せたことが何よりの幸せです。皆様もいつまでも「歩き」を続
けてもらいたいと思います。

ṻắἕἤἹΖգὣὠὝἷἕἨἰἝậậậ

事務局長として協会が初めて「事務所」を持ち、何もわからず手探りの連続で何かと問題もあり皆

さんにはいろいろとご迷惑をかけました。 辛く、しんどかったのは２０周年記念の「記念誌」発行で

した。責任者になり悪戦苦闘の毎日でした。しかし済んでしまえば、皆さんの協力もあり、思い出深

く、楽しいことでもあります。

⑥つま先にしっかり重心を

残す

つま先にしっかり重心を残して

踏み込むとその反発力で腰が

前方へグンッと押し出され、歩幅

が更に広がり姿勢も背筋が伸び

てとても美しくなります。

⑦足の運びは左右それぞ
れの直線上を歩く

一番身体に負担のない歩き方は

まっすぐ立った時に負担を感じな

い姿勢を保てばいいということ

です。両足のかかとが握り拳の一

つ分開いているでしょう。つま先

は二つ分くらい開いています。こ

のかかとの空きを保ちながらそ

れぞれの足が直線上を進めばい

いわけです

⑧目線はいつも５～10ｍ
先を見ましょう。

下を向くと頭が下がり、肩が

落ち腰ひざが曲がってとぼと

ぼ歩きになっています。目の

位置と同じ高さの物を見ると

善いでしょう。景色を十分楽し

むようにするとよい位置にな

ります。
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