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【山陽道を歩く 12km 】      L:松川 
開 催 日  6月 4日（土） JR/舞子駅 10時    

2016/5月号に掲載済 

西明石まで山陽道を歩きます。 

【西国街道(伊丹～西宮)ウオーク 16Km  

（健脚向)】   L:村上 
開 催 日  6月 11日（土）JR/北伊丹駅 10時      

2016/5月号に掲載済 

こちらは旧西国街道。JR さくら夙川駅ゴール。 

 

【神戸空港開港・10周年記念ウオーク       

A:10km B:22km(健脚向き) 】  L:久川 
開 催 日    6月 25日（土）     

集合場所   JR/三ノ宮駅 東遊園地 

集合時間   10時 

コ ー ス  東遊園地～ポートターミナル～中公 

園・南公園～神戸スカイブリッジ～神 

戸空港（Ａゴール）～南公園～ポーア

イしおさい公園～北公園～東遊園地

(Ｂ)ゴール～ＪＲ/三ノ宮駅 

☆ 2006年 2月 16日 7時 21分、一番機のＪＡＬ(日

本航空)が神戸空港から東京国際空港に向かっ

て飛び立ちました。神戸空港の着陸は東向き、

離陸は西向きが基本といわれています。今年、

開港 10 周年を迎えた愛称「マリンエア」神戸

空港を訪ねます。 

花シリーズ④  

【あじさいウオーク 13km 】   L；加藤 
開 催 日   7月 2日（土）       
集合場所  新幹線/新神戸駅   

集合時間  10時 

コ ー ス  布引の滝～市ケ原～再度公園～森

林植物園(長谷池)～山田道～神

鉄・北神急行/谷上駅 

ゴール予定 14時 30分頃  

☆ 薫風に揺れる躑躅、日輪に微笑む向日葵、雨

で艶っぽい紫陽花、すべて絵になりますが今

回は紫陽花。花言葉は「辛抱強い愛」だそう

です。歩きなれたコースですが緑陰の中をお

いしい空気を一杯に吸いながら楽しく歩き

ましょう。花シリーズの最終回、ご褒美はな

んでしょうね。   

【林崎疏水路(掘割)と野々池貯水池 10km 】  
開 催 日    7月 9日（土）     L：原 

集合場所   神戸市営地下鉄/西神中央駅  

集合時間   10時 

コ ー ス   良勝寺～平野町中津～林崎疏水路

(掘割)～野々池貯水池～JR/西明

石駅 

ゴール予定  14時 30分頃 

☆ 江戸時代明石市の鳥羽地方の水利のため提

灯を持った人を並べ土地の高低を図る方法

で測量し完成させた水路（掘割）を、神戸市

6 月・7月の第 1・2 例会 

「都市山六甲山」   原 正道 

先日、県立大学の先生の講義を聞く機会があ

りました。その中で六甲山は 2 つの気候帯(暖

温帯と冷温帯) があり高い生物多様性をもっ

て大都市に貢献しており、こういった山地を

都市山（としやま)と定義することを提唱され

ていました。代表的な都市山としてセブンハ

ーバーズリーグの六甲山（神戸市 931m）、函

館山（函館市 334ｍ）、稲佐山（長崎市 333ｍ）

が該当します。私は平成 23 年におこがましく

も六甲山・山の案内人のメンバーに入れてい

ただきました。六甲山の情報発信・活動拠点

として六甲山の活性化を図るため 4 月から 11

月までの土・日・祝日に六甲山ガイドハウス

に駐在し、観光施設案内、道案内や自然保護

センター周辺での自然観察会等を行っていま

す。観察会は季節の山野草を視点に約 1 時間

の散策を行います。 

今の時期には二人静、マムシグサ、チゴユリ、

ハルジオン、又六甲山といえばアジサイ、7 月

には KWA も森林植物園へのウオーキングを

計画していますが記念碑台周辺ではコアジサ

イの群生が見られます。この花はアジサイの

中で唯一芳香がありそろそろ咲き始め 6 月中

旬が見頃と思われます。KWA でも沢山の方々

が分割縦走等を楽しんで居られますが、小生

登りになるとなかなか大変で参加するのが難

しくなりました。公共交通機関等を利用し四

季折々の美しさを楽しみながら記念碑台を目

指しております。山笑う季節、新緑や春の草

花を楽しみながらゆっくり植生ウオッチング

は如何でしょうか。 

6 月・7月の第 1・2 例会 
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西区平野町から明石市の野々池まで疏水路

に沿って歩きます。 

❋❋❋ファミリーウオーキング❋❋❋ 

② 新駅・摩耶駅と神戸臨港廃線跡を歩く 8㎞ 

  7月 3日(日) JR/灘駅(北広場) 10時 

  JR 神戸線の新駅・摩耶駅から旧神戸臨港廃線

跡、旧神戸港駅跡や旧湊川駅跡などを巡りま

す。新旧の路線・駅を訪れるのは如何ですか。 

 

 

竹林公園～長岡天満宮のキリシマツツジ           

開 催 日  4月 30日(土)    Ｌ：山本とし子 

参加人員  301人と子供 3人（会員 156人） 

☀ 手入れの行き届いた竹林で、すくすくと伸び

ていく竹の子たちに胸のすく思いがしまし

たね。目を奪われた光明寺の新緑を堪能して

長岡天満宮へ。残念ながら途中の遅咲きの桜

も、人の背丈を超す見事なはずのキリシマツ

ツジも花期を逸していました。花の見頃は難

しいです。 

北神極楽寺・八多川コース       Ｌ：的場      

開 催 日  5月 4日(水・みどりの日))       

参加人員  111人と子供 3人（会員 97人） 

☀ 前夜の嵐が嘘のように晴れ、祝日・みどりの

日にふさわしい五月晴れとなりました。参加

者は多くはありませんでしたが気持ちよく

歩けました。神戸市郊外の住宅団地を抜けて

新緑の田園風景にどっぷりと浸り、神社仏閣

にも立ち寄り、ゆっくりのんびりと歩き予定

よりも早いゴールになりました。 

第 22 回六甲山分割縦走④        Ｌ：久川   

開 催 日  5月 7日(土)     

参加人員  206人（会員 99人） 

☀ 記念碑台は少し朝靄が残っていました。回復

した天気と滴るような美しい新緑の中を気

持ちよく歩きました。六甲山最高峰では恒例

の記念写真撮影。塩尾寺での小休止後湯本台

広場に先頭は 14 時 45 分頃到着。4 回完歩者

には革製の記念ホルダーが渡され、残念なが

ら逃した方からは“来年こそは”の声が。 

4回完歩の会員は以下の 69名です。 

 (会員番号順・敬称略) 
的場邦彦  上ノ原紀子 小林正俊  宮家範子 

松川芳郎  高家清城  久川正博   加藤洋一 

高木賢夫  安井 孜    定兼妙子  野沢輝夫     

林 勢津子  志賀正哉    紀野猛男   小中清史     

岡 昌宏  渋谷英雄    吉村昭一   井原啓之     

塩田武嘉  藤井年弘  光野 功   恋田克己 

山口正躬  下村多美子  吉冨正晃   髙橋伸治     

石野保明   吉原康之    村上敏雄   髙見明彦     

山本始華留  山本喜代美  住ノ江春夫  髙見敦子   

水田  都   山口喜弘    矢野友章  伊木由紀     

中園節男   樋上隆一    村井善孝  土井妙子   

川 小枝子  仲見甲子    福永美保   中村久美子   

山﨑克也  平澤 均    永幡知之  島﨑幸江     

友松紀子   堺 雅代    結城富子   高峰京子   

山崎忠博  佐々木貴敏  佐々木雅美   奥村好宏   

岡田豊和  佐藤友見子 黒田靖子   髙橋輝明    

竹本かをる  加藤廣賢   大西雄三   桐本八重子   

桐本加津子 

カキツバタと垂水の史跡巡り    L:斎藤 

開 催 日  5月 14日(土)      

参加人員  215人（会員 168人） 
☀ 垂水区の三大パワースポット、旧石器時代、縄

文時代、弥生時代の人々が暮らしていた大歳山

高台から見下ろす明石海峡と大橋のパノラマは

いかがでしたか？多聞寺では毘沙門天にお参り

し、お大師さんにあって頂けましたか。カキツ

バタの花も私たちを枯れずに待っていてくれま

した。健康公園での的場氏による謡曲『杜若』

最高でしたね。参加者の皆様から、前半のコー

スについて絶賛の言葉を頂きました。 

有馬富士公園・福島大池周遊散策   L:堀米 

開 催 日  5月 15日(日)      

参加人員  101人（会員 30人） 

☀ 武庫川の美しい流れ、のどかな田園風景を眺め

ながら、新緑の桜並木が続く遊歩道を歩きまし

た。大池せせらぎコースに入り森林浴でリフレ

ッシュ。昼食地の芝生広場から見る有馬富士は

絶景でした。 

 

      おめでとう！ 

地球 1 周 40,000km 達成！  

合田 佳夫さん 

   これからも元気に歩いてください。 

❤熊本地震義援金についての御報告❤ 
熊本、大分の長引く大地震災害に対して皆様に募

金をお願い致しました。総額 43,151 円の浄財、

有難くお預かりいたしました。日歩協・熊本地震

義援金口座に送金し、被災地にお届けいたします。 

ご協力ありがとうございました。（事務局長 松川） 

 

   会員数は 5月 28日現在 361名です。 

先月の例会を振り返って 


