
神戸ウオーキング協会会報             【 1 】   

 

1925（大正 14）年、周辺の町村を合併し大阪は

人口211万人となり、東京を抜き「大大阪（だいお

おさか）」と呼ばれる時代に入ります。国内金融恐

慌を脱し、大企業や資産家たちは、当時の商業の中

心であった大阪に、潤沢な資金と優秀な建築家を投

入し、新しい建物を建築しようとしていましたが、

おりしも1923（大正12）年に関東大震災が発生。

建築工法は従来のレンガ造から、防火・耐震により

強い当時の最新技術のコンクリート造に転換しま

した。その結果、100年近く経過した現代において

も現役の建築物が数多く残っているわけです。 

一方、昨今の国内の巨大地震にともなう被害の影

響で、建築物に対する国の耐震基準は年々厳しくな

っています。皮肉なことに、約100年を経過した「近

代建築」にも、現代のその基準が適用されるわけで

す。多くの場合、耐震工事を施すより、立て替える

ことの方がコスト的にメリットがある場合が多く、

また国民の意識がより‘安全・安心’に振れるのも

決して間違いではないのですが、歴史的建築物にま

で‘耐震’を錦の御旗的に当てはめて、壊す必要の

ない歴史的建築物を壊すことなく、公的援助も高め

て、国民共有の財産としたいものです。 

10 月 14 日（月・祝）開催の「‘阪神間モダニズ

ム⑥’～歩いて巡る古きよき大阪」では、こんな視

点で 20 数箇所の名建築をご自身の眼で確かめてみ

ませんか？ 

               

  

 

 

 

2019年（令和元年）10 月号 

第 314号 2019年 10月 1日発行 

神戸ウオーキング協会 

〒651-0076 

神戸市中央区吾妻通 4-1-6 
神戸市生涯学習支援センター北棟４F 

Tel・Fax 078-251-0114 

第 11回みなと町神戸ツーデーマーチ」 
      みなと町神戸ツーデーマーチ実行委員会 

第 11 回大会が間近になりました。会員の皆様に

は今年もぜひご参加いただきたくお願いいたし

ます。  

事前申し込みは 10 月 11 日で締め切りますが、

当日参加も大歓迎です（ただし、記念品等に限り

がありますので、無くなりました場合はご了承願

います。） 

再考 阪神間モダニズム   黒住 聡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【有馬富士山頂を目指そう 13km(健脚向)】 

開 催 日   10月5日（土）       Ｌ：石本 
集合場所   JR宝塚線・神鉄 /三田駅 

集合時間   10時   (徒歩 10分郷の音ホール)  

詳細は2019年 9月号に掲載済み 

楽歩【須磨の史跡をめぐる 10km】  Ｌ：斎藤 
開 催 日   10月8日（火）       
集合場所   JR /須磨駅  南側 

集合時間   10時 

詳細は2019年 9月号に掲載済み 

ゆＷ【西三荘ゆとりの道散策  8㎞】Ｌ：岩貞
開 催 日    10月9日（水）    

集合場所   大阪メトロ・谷町線/大日
だいにち

駅 中央口 

３番出口・徒歩５分・大日公園 

集合時間   10時 

コースポイント 

・「パナソニックミュージアム」の見学で、創業者・

松下幸之助翁の生き方・考え方にふれる。 

・「西三荘ゆとりの道」で西三荘都市水路の歴史にふ

れる。 

・花博記念公園「鶴見緑地」でお花畑の自由散策を楽

しむ。 

     詳細は2019年9月号に掲載済み 

「パナソニックミュージアムは定員 90 名ですが、9/24

現在まだ十分に余裕があります。ご参加お待ちいたしま

す。10/1まで事務所への電話による申し込みで結構です。 

 

【阪神間モダニズム⑥  

歩いて巡る古き良き大阪 9・11km】 

開 催 日    10月14日（月・祝）   Ｌ：黒住 
集合場所   JR大阪環状線/福島駅 福島公園(3分) 

集合時間   10時 

コ ー ス  日本銀行大阪支店旧館～中ノ島図書館

～中央公会堂～大阪慶應義塾跡～愛珠

幼稚園～芝川ビル～靭公園～綿業会館

～生駒時計店～旧小西家住宅～旧大林

組～JR 東西線/大阪天満宮駅(9km ゴー

ル)～造幣局～泉布観～JR大阪環状線/

桜ノ宮駅(11kmゴール) 

解散予定    14時半頃 

☆ 大正 14(1925)年、周辺の町村を合併した大阪市は、

東京を凌ぎ人口が約 210万人超となり、日本一・

世界第六位の大都会となり、「大大阪(だいおおさ

か）」と呼ばれました。その多くは姿を消したと

は言え、当時の商業・金融のメッカであった船場

（せんば）には、現代の最先端ビル群に囲まれな

がらも、その個性を主張し続ける 100年前の最先

2019年 10月・11月の第 1・2例会 
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端ビルがまだ数多く残っています。今回は 29 ケ

所の名建築などを巡りながら、「大大阪」時代の

大阪のパワーを感じてみましょう。 

今回、入館をしての見学予定地はありません。 

【第 11回みなと町神戸ツーデーマーチ】    

10月 26日（土） 東コース 

30km 六甲アイランドコース 

20km 弓弦羽神社・灘の酒蔵コース 

10km 王子公園・HAT神戸コ-ス 

5km  生田川コース 

10月 27日（日） 西コース    

30km 須磨景勝地歴史コース 

20km 布引の滝観賞コース 

10km 大衆演芸のまちコース 

5km  北野異人館コース 

主会場：みなとのもり公園 (スタート・ゴール) 

【神戸震災復興記念公園】 

せっかくウオーク  10月 25日（金） 

“伊丹・水と緑とばらの道” JR伊丹駅 10時 

 （せっかくウオークは当日参加もできます） 

花シリーズ⑤ 

【コスモス畑から福田川プロムナードを往く 

14km】    Ｌ：斎藤 
開 催 日   11月2日（土）      
集合場所   神戸市営地下鉄/学園都市駅  

集合時間   10時 

コ ー ス  高塚山ハイキングコース～コスモスの

丘(神戸総合運動公園)～福田川プロム

ナード～あじさい公園～福田川～JR/垂

水駅 

解散予定  14時半頃 

☆ 高塚山ハイキングコースからは六甲全山縦走路の

山々と明石海峡大橋が見え、コスモスの丘では色と

りどりの 10 万本のコスモスが迎えてくれます。コ

スモスの丘は前方に遮るものもなく見通しがよ 

く名谷周辺の住宅街や須磨の山並みが見えます。コ

スモスの花、景色を見ながらの、少し早い昼食に変

更したいと思います。紅葉の始まる桜並木の福田川

プロムナードを経てゴールを目指します。 

●昼食場所を変更 

   あじさい公園 ⇒ 変更後、コスモスの丘 

●花シリーズ、5回完歩の方に記念バッジを進呈。 

          

【柏原史跡巡り  10㎞】     Ｌ：山本 

開 催 日   11月6日（水）      
集合場所   JR大和路線/高井田駅 

（徒歩 8分 大和川河川敷） 

(近鉄河内国分駅より徒歩 5分もご利用可) 

集合時間、  10時 

コ ー ス   国分神社～田辺廃寺跡～大和川治水記

念公園～三田家住宅・寺田家住宅～JR

大和路線/柏原駅 

解散予定    14時頃 

☆ 奈良街道から古墳や寺院を巡り、大和川と石川の

合流する河川敷公園で昼食。柏原市に残る古民

家・三田家と寺田家住宅を訪ねます。 

お土産に柏原ぶどうやワインはいかがですか？ 

◆2019・ピンクリボンスマイルウオーク 

   雨天決行 荒天中止 

会  場 ： スペースシアター発着 
  神戸ハーバーランドセンタービル地下 1階 

当日、立ち番・誘導等のお手伝いをしていただく方々に

はすでに協会よりお願いの文書を差し上げております。 

8時30分までに、ハーバーランド・神戸新聞社前にご集

合いただきますようよろしくお願いいたします。 

❋❋❋ ファミリーウオーキング ❋❋❋ 
④ 須磨寺公園から山麓の紅葉を楽しむ  10㎞ 

11月 3日(日) JR/須磨駅  (駅南広場)10時  

  

 

 

モーニングウオーク 涼風を求めて   
開 催 日   8月 24日（土）       Ｌ：斎藤    
参加人員  177人（会員137人） 

☀ 朝からどんより、出発直後にパラパラと大粒の雨、

参加の皆さんの日頃の行いがよくすぐに止みま

した。久々の少し涼しい秋の気配を感じながらウ

オークできるかなと思いきや、須磨海浜公園に着

く頃には太陽が顔を出しやはり暑い！それでも

海、島、山の景観と海の涼風を感じていただけた

でしょうか。熱中症予知計も警戒レベル、今回は

垂水駅(海神社前)ゴールとさせていただきました。 

夏を惜しむ北摂森林トレイル 13km(健脚向)】   

開 催 日    9月7日（土）      Ｌ：佐々木   
参加人員   111名 (会員 80名) 
☀ 夏を惜しむ・・・が、想定外（？）の真夏のハイ

キングになりました。途中棄権や山回避ルートへ

行かれた参加者の方も、若干いらっしゃいました

が、皆さんよく水分、行動食等の補給をこまめに

して頂き、気分が悪くなったり、熱中症でダウン

するような方もなく無事に川西の里山・市街地を

楽しんで頂けたのではないでしょうか？ 

先月の例会を振り返って 


