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2018 年（平成 30 年）2 月号
ウオークの原点

松川芳郎

神戸ウオーキング協会は、神戸市歩け歩け協会
として発足してから今年で 26 年目を迎えます。
元気で友達と一緒に楽しく歩きたい。一人で歩く
より仲間と歩き笑い合えば、もっともっと楽し
い。観歩、歓歩、感歩、完歩、目的を持って楽し
んで歩きたいと思います。街中も良いと思います
が、山々の美味しい空気を胸一杯吸い、鳥の声を
聞き、咲き出る花を見、川のせせらぎを聞いて和
みながら歩くと自然と元気が出ます。後会で、ワ
イワイ歓談も、又楽しい。
歩きの真髄はやはり、歩く事を楽しむことだろう。
楽しみながら歩けば風の色が見えてくる
天声人語より 1985.21
金子智一 日本歩け歩け協会初代会長

雨天の中、御協力ありがとうございました。
来年度もまたよろしくお願いいたします。

2 月・3 月の第 1・2 例会
【第 24 回 六甲分割縦走② 11km(健脚向)】
開催日
2 月 3 日（土） 9 時 30 分
L:吉原
集合場所
神鉄/鵯越駅
2018/1 月号に掲載済
アイゼンが必要になるかも。ご注意ください。

【第 16 回春一番武庫川バレンタインウオーク
A:12km B:21km（健脚向）
】
L:村上
開催日
集合場所

2 月 10 日（土） 9 時 30 分
阪神/武庫川駅 東岸
2018/1 月号に掲載済

【ゆったりの中国街道 12km】
開催日
集合場所
集合時間
コ ー ス

Tel・Fax 078-251-0114

ゴール予定 14 時 30 分頃
☆ 久しぶりに神崎川からの出発になります。神崎川の
渡しを見て中国街道に入ります。標柱、案内板を見
ながら、初島、寺町を散策します。色々案内をしな
がら歩きますので、新しい発見があると思います。
花シリーズ①

【水仙と野に咲く花を求めて 10km】

L:石本

開催日
集合場所
集合時間
コ ー ス

3 月 3 日（土）
JR/三田駅（南デッキ）
10 時
三田駅南デッキ～水仙ロード～武庫川
遊歩道～有馬富士公園～JR/新三田駅
ゴール予定 14 時頃
☆ 水仙の可憐な姿を見ながら初春の武庫川上流域をご
一緒に歩きませんか。更に足を運び県立有馬富士公
園では「ソシンロウバイ・アセビなど」早春の花々
を探しましょう。昼食場所の「茅葺き屋根の民家」
には「ひな人形」の展示もあり、のどかな田園風景
を楽しみリフレッシュしましょう。

【第 24 回 六甲分割縦走③ 13km(健脚向)】
開催日
3 月 10 日（土）
L:佐々木
集合場所
集合時間
コース

新幹線/新神戸駅
9 時 30 分
市ケ原～天狗道～摩耶山～丁字ヶ辻～六
甲山記念碑台
ゴール予定 14 時 30 分頃
☆ 生まれたてのホヤホヤの新リーダーです。皆様と
御一緒できるのを楽しみにしています。若さ(？)
で頑張ります。
分割縦走3回目、
いよいよ縦走ルートも後半です。
3 回目は摩耶山への登頂から記念碑台までなので、
新神戸からほとんどが登りです。こまめな水分、
塩分補給を怠らないように、マイペースで頑張り
ましょう。掬星台からは最高の展望です。
ゆったりウオーキング

L:松川

2 月 24 日（土）
阪急/神崎川駅
10 時
神崎川の渡し～JR／尼崎駅～大物公園
～寺町～貴布称神社～阪神／尼崎セン
タープール前駅

【阪神間モダニズム①
歩いて巡る古き良き芦屋 8km】
開催日
集合場所
集合時間
コース

L:黒住

2 月 18 日（日）
JR/芦屋駅 南西へ徒歩 5 分 大桝公園
10 時
旧芦屋電報電話局～芦屋仏教会館～深
江文化村跡～谷崎潤一郎記念館～芦屋
中央公園～富田砕花旧居～旧芦屋市立
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図書館～打出公園(猿公園)～JR/芦屋駅
ゴール予定 14 時頃
☆ 後欄に今年 3 回シリーズへのリーダーの思いをま
とめています。多くのご参加をお待ちします。
楽しいウオーキング
【兵庫津の道・七福神から 西国街道ウオーク 10km】
開催日
2 月 27 日（火）
L: 斎藤
集合場所
JR/神戸駅（中央口南側）
集合時間
10 時
コース
ハーバーランド～キャナルプロムナード
～ノエビアスタジアム・御崎公園～兵庫七
福神巡り～西国街道～ＪＲ/神戸駅
ゴール予定 14 時 30 分頃
☆ 兵庫津は平清盛が日宋貿易のために準備した港で、
約 150 年前には最初に県庁が置かれた地です。兵庫
津・兵庫七福神を巡り、福を授かりましょう。

先月の例会を振り返って
神戸ルミナリエウオーク

L：久川

開催日
12 月 13 日（水）
参加人員
182 人（会員 121 人）
☂/☁コースを少し変更し、新幹線や世界の車両を製
造している川崎重工兵庫工場前を通り、兵庫運河
を散策。ハーバーランドでは港の夜景を楽しみま
したが、
メリケンパークの世界一高い 30ｍのアス
ナロの生木のクリスマスツリーのライトアップ
は見ることが出来ず残念でした。今回のルミナリ
エは神戸開港 150 年を記念してＬＥＤ40 万個の
電飾で規模が拡大されていました。

年忘れ六甲越え

L:松川

開催日
12 月 23 日（土）
参加人員
145 人（会員 80 人）
☀ 12 月 21 日の上ノ原会長の突然の訃報をお知らせし
て、全員で黙とうをいたしました。
年忘れ六甲越えは天気が良く、風も無く快適に油こ
ぶしを登り、六甲ガーデンテラスの展望台で昼食、
六甲最高峰で写真を撮り、魚屋道に。途中、一部ア
イスバーンになっており、滑らないよう足元に気を
つけて歩き 15 時 45 分全員無事下山。1 年間ご参加
有難うございました。

神戸三社・初詣ウオーク

Ｌ:斎藤

開催日
1 月 6 日（土）
参加人員
288 人（会員 203 人）
☀ 穏やかな、新年の初詣ウオークになり、生田神社、
湊川神社、長田神社と各神社で今年も健康で歩け
ることを、お参りして頂けたと思います。證誠神
社で御神酒を頂き乾杯、今年もベストウォーカー
賞を目指して頑張りましょう。

第24回 六甲分割縦走①

Ｌ:髙見
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開催日
1 月 13 日（土）
参加人員
165 人（会員 92 人）
☀ 最近六甲山系のあちらこちらで間伐が行われて
おり、開けた景色を楽しみながら歩くことが出来
ました。ただ、最近須磨アルプスの馬の背の風化
が進んでいて、皆さん慎重に通過された様です。
今年は 11 月 3、4 日に六甲全山２分割縦走の特別
例会があります。4 分割縦走完走のキーホールダ
ーに加えて、2 分割の盾もゲットしませんか？
【灘の酒蔵巡りと西国街道ウオーク
Ｌ:岩貞
開催日
12 月 17 日（日）
参加人員 128 人
⑥北野異人館からハーバーランド
L:髙見
開催日
12 月 17 日（日）
参加人員
97 人
2018 新入会員のご紹介 よろしくお願いいたします
前田 正憲 (明石市）
北浜 鎮夫 (西宮市)
中西 敬一 (西区)
大山 隆子 (兵庫区)
馬田 芳直 (明石市）
梅林 徳二 （西区)
(会員数は 2018.1.20 現在 299 名です)

阪神間モダニズムと近代建築

黒住 聡

西宮から芦屋、神戸にかけての明治期の阪神間は、もと
もと船場の経営者たちの別荘地でした。その後「天下の
台所」といわれた大阪は大正末期には、人口が東京を上
回るようになり「大大阪（だいおおさか）
」といわれた一
方、工業化がすすみ「煙都」とも言われるほど環境が悪
化しました。
経営者たちはそれまでの職住同一の生活スタイルから、
風光明媚で健康的な土地を求めて移り住むようになり、
職住分離が進みました。彼らの望む条件にフィットした
のが海と山に囲まれた西宮～芦屋、神戸にかけての阪神
間であり、相前後しての阪神、阪急の鉄道網の整備も相
まって、文化人、芸術家たちもこの地に集まったわけで
す。船場などから移り住んだ経営者たちは、西欧スタイ
ルの生活習慣や文化、自分たちの子弟の為の教育にも潤
沢な資金をつぎ込みました。これらの生活・文化・芸術
を総称して「阪神間モダニズム」と言います。戦前の大
水害、戦災、大震災を経ても、「近代建築」と呼ばれる
当時の建物がこの地には多く残っています。これらを訪
ねながら当時の最先端の生活に思いを馳せてみましょう。

お知らせ
☑創立 25 周年記念総会のご案内は次号で詳細をお知
らせいたしますが、2/3 より 3/3 迄の例会等で事前
の参加申し込みをしていただきますのでよろしく
お願いいたします。

☑年間予定表では 6/2 ミステリーバスウオーク
となっていますが、現在、ＪＭＬの“ＳＵＮ-ＩＮ
未来ウオーク”(鳥取県・倉吉市）に参加予定で計
画中です。皆様のご参加をお待ちいたします。

