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一考「歩道の歩き方」  西村 公志 

「無くて七癖有って四十八癖」とか言います

が、歩道の歩行についてもしかりです。 例え

ば、①「車は左人は右」なので右側を歩く人、

②反対に左側を歩く人、③右へ行ったり左へ行

ったりふらふら歩く人、④絶対真ん中を歩く人

（車道でも）、⑤友達同士横に広がってしゃべ

りながら歩く人、⑥列の先頭を争う人、等々癖

があるようです。 

さて、自転車歩行者道の標識がある歩道の場

合「自転車は歩道を走ることができますが、車

道寄り（歩道の中央より車道側）を走らなけれ

ばなりません(参考：道路交通法第 63 条の 4)。」

とあります。 

このことから考えますと歩行者は歩道の右

側・左側ではなく、真ん中より車道の反対側（建

物側）を歩くのが良いと考えますが皆さんどう

でしょうか。 さらに新型コロナウイルス対策

を考えますと、前後２ｍ以上ソーシャルディス

タンスを取り１列で歩くようにしましょう。 

よく見かけるように歩道一杯に広がって歩く

のは論外です。 

また対向者とすれ違う場合、左側によける人

の方が多いというアンケート結果があるよう

ですがケースバイケースで、早め（5～10ｍ先）

によける側に寄っておくのが良いと思います。 

（追記：自転車歩行者道の標識が無くても、運

転者が 13 歳未満又は 70 歳以上、または身体の

障害を有する者である場合は通行可となって

います。 ご注意を） 
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７月例会より再開いたします 
 

2月 29日から、総会を始めとする 21回もの例会等が

幻となりました（そのほとんどは来年の計画として生 

 

                          

かし皆さんと一緒に歩きたいと考えていますが）。 

ここに７月からの例会再開の案内ができることを多

小の怯えと共に大変嬉しく思っています。例会を再開

するにあたっては、コロナウイルス感染防止のため別

紙のような多くの注意をしたいことがあり、いろいろ

な手段・方法を試行いたします。何よりも参加の皆様

のご協力が必須ですのでよろしくお願いいたします。 

 

 
花シリーズ 

【あじさいウオーク 12km(健脚向】 Ｌ：加藤 
開 催 日    7月4日（土）  

集合場所   神戸電鉄/西鈴蘭台駅 駅前広場 

集合時間    10時 

コ ー ス   鈴蘭台駅～有馬街道～修法ケ原～学習

の森～森林植物園(長谷池・あじさい)

～山田道～神鉄・市営地下鉄/谷上駅 

ゴール予定  14時 30分頃 

☆ ｢三蜜」を防止するため、通常の例会とは異なり、

小グループ・間欠スタートとし、各人が相応の間

をとって歩いてください。坂が続きますので水分

補給には注意が必要です。入園料が無料となりま

すので、兵庫県在住・在勤の 65 歳以上の方は年

齢を証明できるものをご持参ください。山田道の

下りで川渡り箇所があります。杖を持参されます

と安全です。美しい紫陽花が「歩けて良かったね」

と皆様の慰めとなりますように期待しています。 

 

【明智光秀ゆかりの地を巡るバスウオーク】       

今年度開催は検討の結果、下記理由により大変残

念ですが中止といたします。  (リーダー;久川) 

 

会員及び一般の方々４４名のお申し込みをいただい

ておりますが、新型コロナウイルス感染の危険が、い 

まだ去ったとは言えない状況下では… 

・ソーシャルディタンスをとると座席を半数しか利用

できず、大型バス２台利用では、大幅な赤字となる。 

・見学先の福知山城等は、７月中はまだ多人数での入

場を認めていない。 

・秋に延ばしても第 2波等今後の予測が全く読めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みなとこうべたそがれウオーク 11km】Ｌ：斎藤 
開 催 日   8月8日（土）      
集合場所   JR/三ノ宮駅 東遊園地(徒歩10分) 

集合時間   17時 

コ ー ス   中公園～南公園～しおさい公園～神戸大

橋～東遊園地～JR/三ノ宮駅 

ゴール予定  20時頃 

☆ 今年は、海上花火大会が 10月に延期され、さら

に残念ですがそれも中止になりました。しかしテ

ーマを変えてのウオークを行います。南公園を過

ぎてからは、神戸の 1000 万ドルの夜景がみられ

る絶好のポイント、ポーアイしおさい公園でたそ

2020年 7月・8月の第 1例会(予定) 

 

花シリーズ ④ 

【あじさいウオーク 

谷上から森林植物園へ 12km(健脚

向】Ｌ：加藤 
開 催 日   7月6日（土）      
集合場所   神戸電鉄/谷上駅 

集合時間   10時 

コ ー ス   山田道～五辻～森林植物

園西門～分水嶺越～森林

植物園東門～森林植物園

(長谷池・あじさい)～森

林植物園正門～五辻～神

鉄/北鈴蘭台駅 

ゴール予定  14時 30分頃 

☆ 昨年のあじさいウオークは、西日本

豪雨のため中止となりました。今年

は起点を谷上とし復活します。尚、

当日の天候具合でコースの一部が

変更になることもあります。兵庫県

在住・在勤の 65 歳以上の方は年齢

を証明できるものがあれば 270 円

(団体割引で)の入園料が無料にな

ります。 
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がれの神戸の街を眺め、神戸大橋を戻る頃にはさ

らに素晴らしい夜景を見ながらのウオークにな

ります、ソーシャルディスタンスをとってコロナ

に負けないよう、楽しいウオークをしましょう。 

 

     KBCウオーク in奈良 

日   時   令和２年９月６日(日) 

集合・ゴール  JR・近鉄 桜井駅南口 

集 合 時 間     9 時30分 

参 加  費      500円 

  (事前申し込み制です。コース等詳細は奈良県ウ

オ―キング協会HPにてご確認ください) 

 

❋❋❋ ファミリーウオーキング ❋❋❋ 

 7月 5日（日）    兵庫運河を支える橋を巡る 

 8月 10日（月・祝）鈴蘭台・石井ダムから大倉山へ 

 

受託事業である 

 ・ピンクリボンスマイルウオーク 

 ・バーモントファミリーウオーク は今年度は

中止が決定いたしました。 

 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

神戸ウオーキング協会からのお願い 

 

 

政府の緊急事態宣言全面解除を受けて 

当協会員並びに例会参加者の皆様へ 
 

令和２年５月 25日、政府は新型コロナウイル

ス感染拡大に伴う緊急事態宣言の全面解除を発

表しました。 

会員、そしてウオーキング愛好者にとっては待

ちに待った宣言解除です。ウオーキング自粛をお

願いしてまいりました当協会として、自粛要請の

重要性をご理解いただき、ご協力くださいました

皆様に厚く御礼申し上げます。 

 自粛解除後の例会再開にむけて基本的なガイド

ライン（指針）を下記に示しました。より詳細な

ガイドラインにつきましては国、自治体、公的機

関等のガイドラインを参考にしてください(別紙

ご参照ください)。ガイドライン遵守は、緊急救

助関係者、医療関係者、地元住民の皆様、そして

ウオーキング仲間への相互感染を防ぎ、予想され

る第2波感染症拡大防止に貢献します。  

全面解除を受けてもコロナウイルス感染の危機

は常に存在します。  

引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

記 

KWAガイドライン(基本方針) 

① 参加者やスタッフ間での３蜜状態を作らない。 

② 歩行中のウオーカー同士の間隔を２m以上あけ 

（ソ－シャルディスタンス）、大きい声で話をしない。 

③ 参加者をグループ単位とし、時間差をつけて歩く。 

④ もしもに備えて参加者は特定できるようにしておく。 

⑤ 歩行時以外はマスクを着用する。 

⑥ 歩行時は熱中症予防のため2m以上離れ、マスクは

外し、こまめな水分補給をする。 

⑦ 手指消毒とうがいの励行をする。 

今回の世界的新型コロナウイルス（COVID-19）

の蔓延により、社会構造、経済が大きく変化し、

それに対応する新しい生活様式の確立が必要に

なりました。ウオーキングイベントも新しい視点

からの活動指針が必要です。 

当協会でも皆様方のご協力を得ながら、安心で安

全な例会ウオーキングの再興を目指し努力して

まいります。自粛期間中の皆様のご協力に重ねて

厚く御礼申し上げます。 

 

 

＜協会より＞ 

開催が中途半端になっているシリーズものの例会の

うち、第 26 回六甲山分割縦走・山麓リボンの道の今

後の扱いをどうするか。ウオーカー賞・ベストウオー

カー賞の回数は？等、現状では方向が決まっていませ

ん。8月以降の例会も、開催地が他府県にまたがって

いるものなどについては実施できるかどうかこれか

ら考えていきます。7月以降、年間予定表通りには活

動ができないことも多いと考えられます。会報やHP

の情報等に十分ご留意ください。 

現在協会事務所は月・水・金10：00～16：00当番が

対応しています。 


