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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

２０１８年(平成３０年）

３.４月号
（第４１号）

会長 小島達雄

通常総会は、平成３０年２月２５日（日）野洲コミニュテイセンターに

おいて、１４時から１６時３０分まで開かれた。

会議に先立ち会長挨拶で、 1 最近のウオーキングを取り巻く情勢。
２、平成２９年度がマイナス決算になった(昨年約束した経費削減が

出来なかった）ことを陳謝した。

議事に入り、議長選出、議事録署名人の選出の後、第１号議案「平成

２９年度の事業報告」、「平成２９年度活動計算書（決算報告）」が行わ

れた。

決算報告のうち経常費用について質問が集中した。

質問の主なものは

① ウオーキング事業が NPO 法人に向いていないのではないか、
（他の NPO 法人では、給与（手当）が支払われている） ② 印刷製

本費の使用について、 ③ 旅費交通費の支給について、 ④ 支部

活動費とその使用について、 ⑤ ６支部制の見直しについて.
⑥ 近々繰越正味財産額がゼロ又はマイナスになることが想定され

る。どう対処するのか等活発な質問・意見、提案があった。

質問に対して、費用削減については、① 理事会において、各科目

の経費削減を検討・実施する。 ② ㋑印刷製本のコピーは、 カラーコ

㋺ピーの中止、但し、ウオーキング地図の一部を除く。 地図のコピーは

各支部で行う。その際外部の安いところを利用する。本部（ビワイチ

など）においても早急に外部利用を検討する。

事務所へ荷物などを持参する方は、近隣の有料駐車場に止めなけ

ればならず、個人負担が少なからずあることを理解していただきたい。

休憩の後、新役員（ 4役員）の紹介、新幹事の紹介が行わた。
「その他」として、平成 30 年度の「事業計画及び活動予算」の説明が
行われたが、「活動予算」については、根拠がはっきりしないので新

役員でもう一度作り直しってもらいたいとの要望が出され、 2 時間
30分に及ぶ熱心な議論のうえ定刻に終了しました。
なお、会議の冒頭、平成 29 年度の「年間完歩賞受賞者」 68 名の発

表。「特別功労者」 4名、功労者 3名の表彰が行われました。

功労者の表彰
特別功労賞 ２０年対象者

秋場献夫 池上幸雄 堀内久雄

森田秋子

功労賞 １０年対象者

川地甚市 川地弘子 西垣菱祐

年間完歩賞受賞者

５０回以上 ４名 前年比 ＋１

片山公雄 小島達雄 山田龍子

吉村正

４０回以上 １０名 前年比 －１

川西 洋 駒井 透 橋本勝之

本田 実 本田美代 馬場敏雄

松浦正和 松田敏和 山中直樹

渡辺昌克

３０回以上 １７名 前年比 ＋２

岩田春美 小林陸見 上西利代子

鈴木敏道 竹本良雄 土川麻里子

中川芳男 中野 彰 中村雄次

永池 修 久田 満 平崎雄晤

不動隆史 前田 宏 松本周雄

山本忠司 米島玲代

２０回以上 ３７名 前年比 ＋５

秋場献夫 荒川義一 井田一郎

池上幸男 江上斉浩 奥村治郎

奥谷 隆 川地甚市 川地弘子

木下一男 小林和夫 西条孝夫

下楠周子 髙橋輝夫 竹内竹幸

谷田智子 寺西英次 徳田義介

戸谷秀子 鳥居則幸 中島茂之

西岡リサ 根本信子 日野博子

深田勝敏 堀江宏昭 前田孝子

村井正博 森 雅子 森 靖治

安岡生美 山口英雄 山本康子

横井俊和 吉村良也 吉田 滉

渡辺和子

（新役員）会長： 小島達雄、

副会長： 志村里士、馬場敏雄、山田龍子

事務局長： 中野 彰

事務局次長： 小林和夫、下楠周子

（新理事） 小林和夫、下楠周子

（新幹事）（大津支部） 川西 洋

（八幡蒲生） 小幡和夫、毛利由夫

（湖東支部） 谷田智子

（県外） 渡辺幸雄
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1月8日(日･祝） 西国31番札所 長命寺への道 １８ｋｍ
天気 雨 参加者： ５２名 蒲生八幡支部 小島千代子

天気予報通り朝から雨。参加者も少ない。歩き始める頃から雨あしが一層強くなる。白鳥川沿いの自転

車道を通り、小船木のさざなみ浄園でトイレ休憩。船木、南津田の集落を抜けて運動公園で早めの昼食。

（当初は長命寺での昼食を予定していたが、雨除けの場所がないので変更になる） 長命寺へは裏参道

から入ったが、やがて８０８段あると言われる石段に合流し、半分ほどふうふういいながら石段を上る。

長命寺は由緒ある古いお寺で、御朱印をもらわれる方も何人かおられた。ゆっくり休憩して帰りは自動

車道を下る。 山里の風景を見ながら歩き、渡合橋を越え、 円山の船乗り場でトイレ休憩。 ラ･コリーナで

一旦解散し、自由行動となる。建物の屋根に草を植え意表を突く建築であるが、雨水が軒先からぽとぽと

落ちてくる。 最終的に皆さん駅まで歩かれたようで、雨にも負けず、長い距離をお疲れさまでした。

１月１４日（日） 初詣ウオーク 近江神宮 １２ｋｍ 曇り 参加者１０１名

大津駅～近江神宮～大津市歴史博物館～長等神社～大津駅 湖西支部 下楠 周子

歩道に残った雪を見ながら、初詣に相応しく、一歩ずつ踏みしめて進む。まずは大津駅からびわ湖湖岸

へ。対岸の山並みに積もる雪景色が目に入る。近江神宮道の緩やかな坂を上る。鳥居の朱色は雪の白と

調和し、本殿へ歩み進めれば背筋も伸びてくる。雨をしのぎながら昼食休憩。大津宮の遺跡を眺めながら

歴史博物館へ。２階からのびわ湖の景色を、暖をとりながら堪能した。長等神社では鳥居から伸び出たわ

ら蛇に驚き、この土地の神事を一つ知る機会となった。今年も良い年になりますように。

２月１８日(日) 茶臼山から鳴滝不動へ 大津支部 渡辺 昌克

１３ｋｍ 天気 晴 参加者 １２８名

寒風下ではあったが遠くに比良･伊吹の望める好天に恵まれ、参加者は１２０名を超えた。 大津駅を出

発、朝日が丘、打出中学校横、滋賀短大横、竜ヶ丘等、住宅街を曲がりくねった坂道、名神高速沿いの急坂

を登り下りし茶臼山公園に到着。茶臼山は壬申の乱で敗北した大友皇子(弘文天皇)が崩御された地と伝

えられ、前方後円墳の後円部の頂には葬り塚が残されていた。昼食後は土手に残雪を残す相模川に沿っ

たなだらかな坂道を音羽山の中腹の鳴滝不動尊まで往復し、膳所駅にて解散した。

鳴滝不動は石坐神社の旧社で八大龍王神を祀っており、山から流れ出す滝、流水と古い社、背後の巨岩

｢磐座｣群は神秘的な雰囲気を醸し出しており、柄杓で汲んで飲む冷清水に心を洗われるように感じた。

最高齢９３歳の一行は落伍者を出さず、大津の郊外に残された山里の中で、歴史を学び、仲間との会話

を楽しみ、肌を刺す寒さを忘れ、心地よい汗と疲れを得て帰途につくことが出来た。

2月11日(日) 冬の酒蔵巡り 湖南支部 駒井 透

12km 天気 晴 参加者 111 名

例年のように北島酒造で飲食、買い物タイム。 寒い日だったので熱い甘酒の試飲が嬉しかったです。

北島酒造では三日月知事と出会い、多くの人が写真を撮っていました。

石部まちづくりセンターでは、室内で昼食をとりましたが、食事中、外は雪がちらついていました。

その後、竹内酒造で試飲、買い物となりました。寒いので買い物をすませた人は、それぞれバスや歩き

で駅へ向かわれ、集合時間前に出発する人が多くいました。

年間スケジュール表の変更のお願い
１０月２日、枝豆収穫祭ウオーク → ９月２２日（土） に変更になりました。

＊９月２２日ごろが枝豆のちょうど食べ頃ですので、実施日を早めました。

畑は一反借りていますので、十分お楽しみいただけます。

来年度の事業計画についてお願い

来年度の事業計画を作る時期になりました。会員の皆様より「私の歩きたい道」の提案を
受け付けています。 計画の作成に当たり参考にさせていただきます。よろしくお願いします。
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４月１１日(水) 第５回 海津大崎観桜の道 （500選 滋ｰ０７） １３ｋｍ 本部
集合； 湖西線 マキノ駅 ９：５０ 解散 湖西線 マキノ駅

コース； マキノ駅～湖のテラス～大崎寺(海津大崎）～清水の桜～マキノ駅

見所； 今回は混雑を避けて平日にしました。湖岸歩きは大崎寺までで、 引き返して清水の桜を見物

します。 清水の桜は海津の町はずれの墓地の中に一本大きくそびえ、樹齢３００年以上といわれる巨桜

です。

３月１１日(日) 古図を片手に彦根城外堀跡を歩こう １２ｋｍ 湖東支部

集合 彦根駅 ９：３０ 解散 彦根駅 １４：３０

コース： 彦根駅～護国神社前～外堀跡巡り～中堀～内堀～護国神社～彦根駅

見所： 彦根城の惣構は今や町の中に埋没してしまったようにも見えますが、当時のお濠の跡があち

こちに残っています。 芹川の流れもお城の防備のためにつけ替えられ外堀の更に外側の備えとなって

いたことも、古地図に照らして見ると発見できます。そんな歴史散歩はいかがでしょうか？

３月２５日(日) 里山シリーズ 飯道山 (健脚向き) １３ｋｍ 本部

集合： 草津線 貴生川駅 ９：３０ 解散 草津線 貴生川駅 １５：００頃

コース： 貴生川駅～飯道寺～岩壺不動尊～飯道山山頂～飯道神社～貴生川駅

見所： 修験者の山として全国的にも知られた飯道山(標高６６４ｍ)。山頂からは比良、鈴鹿山系などの

展望が満喫できます。奈良時代に建立された飯道神社本殿は県重要文化財です。

４月１日(日) 観桜の道 小関越え １４km 大津支部

集合： 大津駅 ９：３０ 解散 山科駅 １４：３０

コース； 大津駅～長安寺～長等公園～大津赤十字看護学校前～峠の地蔵～普門寺～琵琶湖疎水
～毘沙門堂～洛東高校前～山科駅

見所； 旧東海道の逢坂の関に対して、間道である山越えの小関。 峠には旅人の安全を見守るお地

蔵さん、そして傍には旅人の喉を潤す清水が湧き出ている。山道を下りると琵琶湖疎水がトンネ

ルから現れる。 疎水の両側には桜が植えられ満開の時期には花見客で賑わう。

４月１４日(土) 山王祭と門前町坂本を歩く (船渡御鑑賞） １０ｋｍ 本部

集合： 湖西線 比叡山坂本駅 １２:３０ 解散 湖西線 唐崎駅

コース ： 比叡山坂本駅～日吉大社巡り～坂本城跡公園～山王鳥居～粟津御供献茶祭(船渡御)鑑賞

～唐崎駅

見所： 湖国三大祭の一つの日吉山王祭は４月１２・１３・１４日の三日間行われます。昨年は１３日の花渡り

式を鑑賞しましたが、今年は船渡御を鑑賞します。 午後３時から神輿を御座船に乗せて湖上にて、膳所

の５ヵ所の神社より奉納されたお供え「粟津の御供」の神事が行われます。

４月５日(木) 歩育 そうだ！井筒八ツ橋本舗へ行こう ６ｋｍ （要予約）

集合； ラクト山科公園(山科駅より徒歩３分） 集合時間 １０：００

目的地； 井筒八ツ橋本舗 追分店 (約３ km歩きます)
解散場所； 京阪電車・追分駅 解散予定時間 14 ：３０頃
持ち物； お弁当・お茶・雨具

参加費； 中学生以下は無料(但し、保護者同伴のこと) 参加者全員 ５００円

参加人数； 約３０名

申込み方法； 申込書に記入の上、３月３１日までに申し込んで下さい。

連絡先； TEL･FAX ０７７-５８７-６１５９ NPO法人・滋賀県ウオーキング協会
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5月12～14日 26回 びわ湖長浜ツーデーマーチ 別途案内

5月 15日(火） 平日ファミリー 薫風かおる道を行く 大津駅～大津京駅 ９：３０ １２ｋｍ

5月 20日(日) 千団子祭ウオーク 膳所駅～大津駅 ９：３０ １２ｋｍ

5月 26日(土) 三大神社(藤)と烏丸半島散策 草津駅～草津駅 ９：３０ １１ｋｍ

５月 27日(日) 琵琶湖一周健康ウオーク２０１８ ② おごと温泉駅～野洲駅 要予約

６月３日(日) 近江湖北の巨木(野大神）を巡る道 高月駅～木ノ本駅 ９：３０ １５ｋｍ

６月１０日(日) 深緑の西教寺と 比叡山坂本駅～ ９：３０ １１ｋｍ
大阿闍梨の居 飯室不動を訪ねて おごと温泉駅

６月１７日(日) 琵琶湖一周健康ウオーク２０１８ ③ 野洲駅～近江八幡駅 要予約

６月１９日(火) 平日ファミリー(梅雨にもめげずに歩こう) 大津駅～石山駅 ９：３０ １２ｋｍ

６月２４日(日) 第３回江若鉄道廃線跡ウオーク 近江舞子駅～近江高島駅 ９：３０ １２ｋｍ

第26回 びわ湖長浜ツーデーマーチの案内
期日 平成 30年５月１２日(土)・１３日（日）
会場 長浜市 豊公園 長浜市民庭球場

受付 ７：００～ 受付・ゴールは全て豊公園

参加費
事前申込 一般１，５００円 中学生以下 無料
当日申込 一般２，０００円 中学生以下 無料
（Ｂコースの方は乗船料 1,200円が必要です）

申し込み方法
【郵便振り込み】参加申込書に必要事項を記入の上郵便局へ

コース 出発時間

Ａ （歩きたくなる道 500選）
三成の郷中山道 ３５ｋｍ 8:00
石田三成出生地と中山道周回コース

５ Ｂ 遊覧船彦根城 ２５ｋｍ(限定２００人) 8:00
月 長浜港から彦根港まで遊覧船でわたり、 乗船
１２ 彦根城から長浜城までの片道コース
日 Ｃ びわ湖満喫 ２０ｋｍ 9:30

びわ湖をたどる風光明媚な周回コース
Ｄ びわこ南 １０ｋｍ 10:30
びわ湖を眺めながら歩く周回コース

Ｅ （歩きたくなる道 500選）
５ 脇往還とびわこ ４０ｋｍ 8:00
月 北国脇往還とびわ湖畔をたどる周回コース

１３ Ｆ 竹生島びわこ２０ｋｍ 9:30
友達を誘って楽しく歩こう!! 日 竹生島を眺めながら湖畔を歩く周回コース

Ｇ びわこ北１０ｋｍ 10:30
びわ湖を眺めながら歩く周回コース

４月１５日(日) 第５回 KBCウオーク 歩く日兵庫大会

みなと神戸と潮風のみちウオーク 申し込み不要（当日受付）

集合場所： 神戸市役所南側/東遊園地(ＪＲ神戸線 三ノ宮駅 西出口下車 南に 10分)
参加費： ５００円(記念バッジ・地図・傷害保険含む) 中学生以下無料 (受付は３０分前から)

ゴール： イオンモール神戸南３階イオンホール ・神戸市営地下鉄・中央市場駅前 ・ JR兵庫駅まで１５分
15ｋｍコース： 東遊園地～神戸大橋～北公園(CP)～神戸税関～メリケンパーク・ハーバーランド～七宮神社

(１５ｋ分岐点)～能福寺(兵庫大仏)～尻池街園(CP)～兵庫運河～和田神社～イオンモール(ゴール）
９ｋｍコース： 東遊園地～神戸大橋～北公園(CP)～神戸税関～メリケンパーク・ハーバーランド～七宮神社

～築島橋～イオンモール神戸南(ゴール)

６ｋｍコース： 東遊園地～神戸税関～メリケンパーク・ハーバーランド～七宮神社～築島橋～イオンモール南

〈問い合わせ〉 兵庫県・神戸ウォーキング協会 TEL ０７８－２５１－０１１４

地球一周4０,０００ｋｍを達成して
蒲生八幡支部 秋場献夫

若い頃、陸上、山登りが好きで、よく走ったり山

登りをしていたこともあり、定年になったら琵琶

湖を一周しようと思っていた。

琵琶湖一周は近江八幡から大津までが最初

で、最後は長浜駅から木ノ本駅であった。この

時の完歩した感動が忘れられない。その後、滋

賀県ウオーキング協会の会員になり、また県外

の３つの団体にも所属した。これらのコースを

歩いているうちに歩行距離をのばしていた。平

成 29 年春、４万キロも夢ではないと意識する
ようになった。そして８月に遂に４万キロを達成

し認定された。これは家内と協会会員の皆様の

おかげです。 ありがとうございました。
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