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お知らせ 

 当協会の例会は、新型コロナウイルス対策のた

め 4月末まで、中止を継続いたします。 

 5 月以降については、状況を見て判断し、4 月

末までに会報・HP等でお知らせいたします。 

 皆様方には各々の判断で、体と心の健康のため

に、ご近所の散歩など活動を続けていただき、例

会再開の折には元気でお会いいたしましょう。 

 

ご 挨 拶       佐藤昌博 
 この度の第 28 回総会の議決に代わる郵便による議

決で会長に選任されました。知識も経験も十分ではあ

りませんが、スタッフをはじめ会員の皆様のご協力を

いただき、微力ながら神戸ウオーキング協会の発展の

ために頑張ろうと思います。皆さんのお力添えをよろ

しくお願いします。 

 2月の末から、国をあげての新型コロナウイルスの

感染対策のため、例会の中止が続いています。また、

これがいつまで続くのか不安でいっぱいです。これま

で、その日のお天気だけを気にしながら集合し、元気

よく挨拶を交わし、素敵な景色やおしゃべりを楽しみ

ながら歩いていたのが懐かしく、早く元の状態に戻っ

て欲しいものだと思います。皆さんもおそらく同じ気

持だと思います。 

 最近は、全国的に会員数や例会の参加者数の伸び悩

み、会員の高齢化が懸念されています。日本ウオーキ

ング協会でも国の政策を受け健康スポーツとして、ウ

ォーキングフィールドの確保・拡大、社会と結びつく

活動体制を構築しようとしています。この理念は、私

たちにとってわかりにくい所もありますが、要は、み

んなで、花咲く野山や青空の海辺などの美しいコース

や旧跡巡りで、仲良く・楽しく・元気よく歩いて、お

互いの健康と親睦を図ることだと思います。 

 このために、歩きたいコースの提案や、例会の開催

方法の改善案などをいつでもお気軽に遠慮なくスタ

ッフや事務所にお寄せいただくようお願いします。 

 今年は東京オリンピック・パラリンピックの年で、

日本選手団の活躍に声援を送りながら、楽しく歩きた

いと考えていましたが、残念ながら延期となりました

。今後も急に何が起こるかわかりませんが、何が当て

も、共に助け合いながら元気よく歩きましょう。 

 これから2年間、この度選任された役員スタッフと

もどもどうぞよろしくお願いいたします。 

第 28回総会 議決権行使 開票結果 

回収数 258（90％） 
            承諾  非承諾  無記入 

1.総会開催について    257   1    0 

2.議案について 

  ① 2019活動報告  258     0       0 
  ② 役員改選        257    0      1 
  ③ 2020活動計画   258    0      0 
以上のとおりでしたので、みなさまにお送りした議

案の通り承諾されたものとして扱わせていただきま

す。 会員の皆様のご協力を感謝いたします。 

 
 

幻の 4月例会 
下見を終え、準備完了となっていたものの残念ながら中

止となった4月末までの例会も併せご紹介します。 

花シリーズ② 

【摂津の国の歴史と400mの桜のトンネル 11㎞】 

開催日時     4月4日（土） 10時   Ｌ：堀米 

集合場所   阪急京都線/摂津市駅    

詳細は 2020年 3月号に掲載済み 

【小野アルプス縦走 17㎞（健脚向）】 

開催日時    4月 11日（土）  10時  Ｌ：吉原 

集合場所   JR/加古川線/市場駅  

詳細は 2020年 3月号に掲載済み 

楽歩【兵庫津の道・七福神と西国街道 10km】  

開催日時    4月21日（火） 10時   Ｌ：髙橋 
集合場所   JR神戸線/神戸駅 中央口北側 

コ ー ス  ハーバーランド・はねっこ広場～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神戸線/神戸駅 

解散時間  14時 30分 

☆ 平清盛が築いた大輪田泊は鎌倉時代以降「兵庫津」

と呼ばれ海上交通の要港として繁栄しました。 

この地は西国街道の要所でもあり神社・仏閣そし

て道標（道しるべ）が多く残されています。 

このような歴史をもつ兵庫の史跡を結ぶ七福神を

楽しくめぐります。 

2020年 4月・5月の第 1・2例会 
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ゆＷ【鳥羽水環境保全センターを訪ねて 8km】

開催日時    4月25日（土）10時   Ｌ：岩貞 
集合場所   JR京都線/向日町駅  駅前広場 

コ ー ス  祥久橋～笠井公園～鳥羽水環境保全セ

ンター～東向公園～金蔵寺～JR 京都線

/桂川駅 

解散時間  14時 30分 

☆ 「鳥羽の藤」で有名な京都市最大規模の下水処理

場見学。120mの回廊に紫と白の藤が垂れ下がって

咲き、水処理のイベントも開催されています。今

年は、花の当たり年でしょうか。 

【第 26回 六甲山分割縦走④ 22km(健脚向)】 

開催日時    4月29日（水・祝）  L：小林俊隆 
集合場所  六甲山・記念碑台 

集合時間   9時 30分  

コ ー ス  みよし観音～六甲ガーデンテラス～六

甲山最高峰～一軒茶屋～東六甲分岐点

～大平山～塩尾寺～湯本台～JR・阪急/ 

      宝塚駅 

解散時間  14時 30分 

☆ 今年は分割縦走③が中止となり、分割縦走<1234>

を完歩できないのは残念ですが、記念碑台から宝

塚まで森林浴を楽しみながら元気に歩きましょ

う。(現状が長引きましたら年内に予備日を設定する

ことが難しくなります。今後協会として詰めてまいり

ますが、来年催行の折に、対応を考えます。) 

【野田の藤と福島を巡る 10km】   L：堀米 
開催日時    5月2日（土）   
集合場所  JR大阪環状線/野田駅 吉野町公園 5分 

集合時間   10時  

コ ー ス  野田新橋筋商店街～極楽寺～恵比須神

社～野田商店街～大阪中央卸市場本場

～下福島天神社～下福島公園(藤)～鷺

洲中公園～浦江公園～大淀中公園～グ

ランフロント大阪前～JR /大阪駅 

解散時間  14時 30分 

☆ 昭和の風景が今もひっそりと残る福島を歩きます。

淀川が運んだ肥沃な土壌が、吉野の桜、高尾の紅

葉と並ぶ『藤の名所』を作りました。藤棚の下で

昼食です。 

【山麓リボンの道③ 15km(健脚向)】 L：髙見 
開催日時    5月6日（水・休）   
集合場所  JR神戸線/神戸駅 大倉山公園 11分 

集合時間   10時  

コ ー ス  祇園神社～平野温泉～烏原貯水池～西

山公園～清水茶屋～須磨離宮公園～須

磨霊泉～JR神戸線/須磨駅 

解散時間  15時 30分 

☆ 大倉山公園をスタートし、祇園神社を目指します。

ここから山の麓を歩きます。烏原貯水池や西山公

園、高取山の清水茶屋など登りがありますが、ほ

とんどが街中を歩きます。入り組んだ道が多いの

で、矢貼りや地図をしっかり見て歩きましょう。 

(六甲山分割縦走同様、シリーズ物例会については年をまた

いでのシリーズ開催等を検討いたします) 

WMG2021 プレウオーク   

マスターウオーカーズワンデイウオーク  4/19 
集合場所：六甲風の郷公園（JR/六甲道駅 北へ 10分) 

受付：9時 30分 出発：16ｋｍ9：45/11ｋｍ10：00 

参 加 料：500円（当日徴収） 記念品有り 

コ ー ス： 六甲風の郷公園～六甲ケーブル下駅～油

こぶし(626ｍ)～天覧台～記念碑台～六

甲最高峰(931m)～一軒茶屋～魚屋道～炭

酸泉源広場（ゴール）～神鉄/有馬温泉駅 

※ 六甲の山並みを楽しく歩き、六甲最高峰、天下の 

   名湯有馬温泉で汗を流すコースです。 

主催；ワールドマスターズゲームズ2021関西・兵庫県

実行委員会・神戸市実行委員会・(一社)日本ウ

オーキング協会・兵庫県ウオーキング協会 

❋❋ファミリーウオーキング❋❋ 

   神戸・桜の名所の公園巡り③ 9㎞ 

4月 5日(日)ＪＲ/鷹取駅(妙法寺左岸公園) 10時 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
バスウオーク“明智光秀ゆかりの地を巡る”(7 月 25

日開催)の参加者募集を開始しなければなりませんが、

例会開催を控えている現在例年どおりの受付ができ

ません。定員 90名・参加費 5,000円(各入城料を含む)

で計画しておりますが、参加希望の方は事務所あて、

予約の電話を入れてください。 

(078-251-0114 お間違えのないように） 

募集要項は協会ホームページに掲載します。 

2020年度年間予定変更のお知らせ 
5/20・森永乳業神戸工場から西求女塚古墳へは 

 ◆工場の改修工事が入ったため中止 

8/？・みなとこうべ海上花火大会たそがれウオークは  

 ◆8 月 8 日（土曜日）“みなとこうべたそがれウオ

ーク”として実施。 

“みなとこうべ海上花火大会”の日程変更のため   

訃 報 

新田 豊二  様  

3月 5日ご逝去になりました。謹んでご冥福を

お祈り申し上げます。 

 


