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令和２年度の体制について 小島達雄

令和２年度の事業執行は、３月１日の通常総会において選出された理事１３名の少数（定款２０名以内）

で行うことになりました。総会当日には三役のうち事務局長が決まらず、少数精鋭などとよく言われま

すが、少数ですと会員の皆様に十分な対応ができるか不安です、全理事が一丸となって対処する気構

えとチームワークが重要と思います。

第１回の理事会では、先ず事務の要である事務局長を任命することから始め、志村副会長が（受任

の）意思表示をしていただきましたので、執行体制の根幹が決まりました。

各事業の責任者選出には、全理事が必ずひとつ以上の事業を担当することを基本方針に、総務関

係、経理・会計関係、事業実施関係等の具体的な事業責任者を決めることにしました。

定款・登記・認証等の法務は、横井、荒川両理事、年度計画（事業検討委員会）、広報（広報委員会（湖

歩：小島理事、写真：渡辺理事））は松浦副会長、 JWA ・ JR への投稿は平崎理事（ JR カード：駒井理事）、
会員登録、経理・会計は志村副会長、ノルディック、チラシは吉村理事、ホームページは荒川理事にそれ

ぞれお願いすることに決まりました。

KBC （会議）、 KML （会議）、長浜ツーデーの委員、おごと温泉・パノラマウォークの委員の仕事があ
りますが、会長、会長及び志村副会長が出席することになっています。

会員の皆さんの声、問合せなどに対応する事務所当番（または出向く回数）は、三役は最低月１回、

各理事は年１回以上することにしました。

コロナウィルス拡散回避のため４・５月の行事はすべて中止です!!

また、それ以後も収束宣言が出されるまで行事は中止されます。
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新型コロナウイルスの感染拡大で、「 3 密」」を避けるように要請され、
ウォーキングイベントは、軒並み中止となっています。

当たり前のようにウォーキングが楽しめていた頃が、懐かしいです。

コロナうつという呼び方も生まれ、気分転換に自宅でラジオ体操をする

人もあります。

また、団体歩行ができないなら、ウォーキングステーション（ WST ）を利
用して歩こうという人もいるそうです。

「最近、ウォーキングステーションに来る人が多い」と、 WST の係の人が
教えてくれました。

※滋賀県のウォーキングステーションは以下の通りです。
小川酒店 大津市浜大津２－１－３１

TEL：０７７-５２４-２２０３
定休日：日曜・火曜 ／ 受付：１０ ：００～１９ ：００
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～琵琶湖一周健康ウオーキング～

日々、コロナウィルスの感染者が増加し、外出も自粛するよう要請が出ています。

春うららかなこの季節、外出を制限されるのは誠に残念ですが、ウィルスの拡散を防ぐためにも、大勢が

集まるところなど、不用不急の外出を極力控えてみんなでこの災禍を乗り越えねばなりません。

つきまして以下に予定されていましたイベントはすべて中止になります。

4月 3日（金） 「歩育」

4月 5日（日） 星のブランコ １１ｋｍ

4月１２日（日） 第7回海津大崎観桜の道 １２ｋｍ

4月１９日（日） ＫＢＣウォーク

4月２１日（火） 第100回 大津なぎさウオーク １２ｋｍ

4月２６日（日） 琵琶湖一周健康ウオーキング2020① (変わりゆく近江八景を歩く)

5月9/10（土/日） 第28回 びわ湖長浜ツーデーマーチ

5月 19日(火) 大津なぎさウォーク

～いにしえの関所から都路へ～ １２ｋｍ 大津駅 ９：３０ 山科駅 解散

5月24日(日) 琵琶湖一周健康ウォーキング2020 ② １４ｋｍ 瀬田 駅９：３０

5月31日(日) 彦根城下町を廻る ６ｋｍ＝彦根駅～ケヤキ通り～彦根城

１２ｋｍ＝彦根駅～ケヤキ通り～彦根城～佐和山～彦根駅

＊６月以降も状況によっては中止の可能性があります。情報はホームページでご確認ください。

滋賀県ウオーキング協会のみなさんへ
東近江市 山下元喜君

先日はびわ一の完歩についての手紙とバッ

ジ、それとマグボトルをありがとうございま

した。

この間、最後のびわ一を歩いてまいりまし

た。しばらく歩いていなかったせいか終わる

と、とてもつかれていました。

しむらさん、いつも歩いているときにおもし

ろいギャグでわらわせてくれてありがとうご

ざいました。そのギャグを聞いていると、どん

なにつかれていても元気がでてきました。

ウオーキング協会のみなさんが「がんばれ」

「あともうちょっと」などの声をとどけてくれた

ので、こうやって二年間歩き続けることができ

ました。ウオーキング協会のみなさんがこの二

年間応援してくれたので歩き続けることがで

きました。ありがとうございました。

来年も歩きますので、その時はよろしくお

ねがいいたします。

東近江市 山下保喜氏

拝啓、早春の候 滋賀県ウオーキング協会小島会長

をはじめ、協会皆様におかれましては増々ご繁栄のこ

ととお慶び申し上げます。

この度、息子山下元喜に対しまして、温かきお心遣い

を頂き、感謝申し上げます。

３月１５日予定でありました堅田～大津の回は中止に

なり残念なこととなりました。世の状況を考えますと・・

・いたしかたない状況かと思います。

それまでの間、びわ湖一周ウオーキングを通しまして息

子元喜は大きく成長させていただいたと感じています。

毎々、小島会長をはじめ、協会、参加者の皆様より温

かき言葉を掛けて頂き、本人も自信を深めているのだ

ろうと思います。

滋賀県で産れ、琵琶湖という母なる湖を歩くという

ことで成長を目の当たりにすることができました。親と

して幸福な一時を過せていただいております。

元喜は４月からも歩き、３周目を目指すと申しています。

また、皆様と共に琵琶湖という修練の場でお会いで

きる事を楽しみにしております。

先ずは小島会長、協会皆様のお心使いに感謝申し上

げたく、 一筆取らせて頂きました次第です。
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中山道を案内して
志 村 里 士

朝日旅行からの依頼があり、「中山道」ウオークをルート案内しました。
東京 日本橋を出立してから４年目ということで、参加者の皆さんも健脚です。

滋賀県に至るまでの道中回顧とふるさとの物語に、かしましいこと。
参加者の多くが女性ゆえ、男性陣の静かなること。案内しやすい団体様でした。
中山道は和田峠が印象に残るようで、何度も話題に上っていました。

晴れた日や歩きやすいところは割合に忘れるものですが、よっぽどしんどかったのでし
ょう、和田峠の苦労話を何回も聞かせていただきました。
日本橋から６９次になっていました朝日旅行の中山道は、草津の追分で東海道と合流

し、京都三条まで移動して、川の袂の「弥二さん喜多さんの像」を確認しに行きました。
東京駅集合でその日の早朝新幹線で米原入り、そこから観光バスで毎回の出発地に運

んでもらい、中間のホテルで一泊して、翌朝早く出発するというスタイルでした。
琵琶湖一周健康ウオーキングはJR の駅から駅までの移動手段なので、集合と解散に

特段の思いはありませんでした。しかし、今度の中山道はバスを使うものですから、朝
早くには公共交通機関が使えず、また路線バスは限られた地域を運行している現状もあ
り駅まで歩いて帰ったり、朝早く駅から歩いたりと、思わぬところで苦労いたしました。
滋賀県内だけの案内でしたので、アップダウンはなくてらくちんでした。むしろ行程

の至る所で、何かしらのサプライズを提供する「お楽しみ」が組み込まれていて、早く
歩こうよと、ついつい心のなかで独り言をつぶやくばかりでした。
醒ヶ井の地蔵川、豊郷の小学校、愛知川のお饅頭屋さん、武佐の宿、横関の渡し、

草津本陣跡など、地元に住む者にもいまだに印象深い街道ウオークでした。
昼食でわざわざ立ち寄った「赤こんにゃく」や湖魚の料理は、すっかり定番になって

土産物を買い求める参加者のうれしそうな顔が忘れられません。
行程の途中から、新型コロナウイルスの話題が出始めましたが、ようやく三条大橋を

越えることができました。
その後の日本中への広がりは、予想外。早く収束してほしいものだと、願うばかりです。

本年度の抱負
湖西支部 横井 俊和

個人的には、毎日、四季を体感しながら、健康に感謝し新しい発見を目指して楽しく

ウオークしたいと念願しております。

また、ウオークという価値観を共有できる新しい仲間との出会いを楽しみにしています。

一日の目標 １５ ,０００歩～２０ ,０００歩
１２キロ～１６キロ

ＳＷＡ関係では、イベントを開催していない地区（例えば朽木地区）におけるイベントの企

画やイベントのなお一層の充実化を図りながら、あらゆる機会を捉えて積極的に会員の拡

大に努めてまいります。

微力ではございますが、この一年間頑張っていく決意でございます。

「継続は力なり」 ‼ 令和２年４月１８日



( 4 )

７ 日 琵琶湖一周健康 草津駅～ピエリ守山～堅田駅 20㎞ ９：３０

ウオーキング２０２０ ③ 琵琶湖大橋の眺望を楽しみに

(要予約)

６ １６ 火 大津なぎさウオーク 大津駅～梅林町～鶴の里～茶臼山公園～ １２ｋｍ ９：３０

月 歴史の道を歩く 富士見台～別保～(旧東海道）～石山駅

２１ 日 芦刈園のアジサイを訪ねて 守山駅～今宿一里塚～えんまどう公園～ １３ｋｍ ９：３０

もりやま芦刈園～ほたるの森～守山駅

２８ 日 琵琶湖一周健康 堅田駅～長命寺～近江八幡駅 22㎞ ９：３０

ウオーキング２０２０ ④ 広がる琵琶湖と比良山系の山並み

(要予約)

１２ 日 猪子山から地獄越え 能登川駅～佐生城址～北向観音～猪子山～ 14㎞ 9：30

地獄越え～能登川駅

７ １９ 日 琵琶湖一周健康 近江八幡駅～(長命寺)～能登川駅 24㎞ ９：３０

月 ウオーキング２０２０ ⑤ 湖で人が棲む島・沖島と眺望 (要予約)

２１ 火 大津なぎさウオーク 大津駅～なぎさ公園～由美浜～膳所城址公園 １２ｋｍ ９：３０

びわ湖の日 ～船～びわ湖大津館～大津京駅

23 日 琵琶湖一周健康 能登川駅～彦根駅 20 ㎞ ９：３０

８ ウオーキング２０２０ ⑥ 琵琶湖の大きさを実感する道 (要予約)

月 25 火 大津なぎさウオーク 大津駅～京町～大津港～お祭り広場～ １２ｋｍ 16：30

夕暮れの湖面に秋風が なぎさ公園～膳所城址公園～石山駅

近況報告とホームページのおしらせ 荒川 義一

コロナウイルス感染が広がり、３月以降ウオーキングイベントの中止が続いています

が、皆さま、どのようにお過ごしでしょうか。人と会う機会が減り、家に居る時間が長くな

っています。小生、朝は、カメラを持って家の近くを歩いています。満開の桜や、つばめを

撮りました。家では、好きな尺八やピアノを弾いて楽しんでいます。

この４月からホームページをリニューアルしました。

特にトップページでは、各月のカレンダーにイベントを予

め載せ、日付をクリックすると、集合場所、時間、地図

が見られるようになっています。また、皆さまの感想や意

見など交流の場にしようと掲示板を作りました。大いに

活用されることを希望します。左隅には２月以来の訪問

者（閲覧数）の欄を設けました。また、イベント報告を年

度別に分けました。これからも皆さまが楽しみにされるようなホームページ作りを目指し

ていきたいと思っています。


