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５月２２日（土）ウォーミングアップウォーキング 

百舌鳥野に広がる古墳群を歩く！ 
  

 全国交流ウォーキングの前段に計画されていたウォーミングアップウォ

ーキングは、「百舌鳥野の古墳群」巡りを富山県から参加の７名と大阪から

引率の川野、生西が一緒に歩きました。 

 午後１２時２５分にＪＲ阪和

線百舌鳥駅に到着した富山県の

皆さんを駅で出迎えて、まずは

仁徳陵古墳へ歩きました。 

 古墳の正面では、堺観光ボラ

ンティアの係の人から、仁徳陵

についての説明を受け、世界一

の面積で甲子園球場の１２倍の

大きさには、全員驚きの声をあげていました。 

 その後に仁徳天皇の妻の磐姫皇后（いわのひめこうごう）万葉

歌碑へと案内し、みんなで歌を黙読しました。古墳は、中には入

れなく、外から見るだけのもので、古墳についてよく知るために仁徳稜の前の大仙公園の中にあ

る堺市博物館に案内し、館の係の人に説明していただき、仁徳天皇陵から発掘された石棺の展示

などを見て廻りました。 

百舌鳥一帯には、１１０程の古墳塚があり、今は４７基が残されているとの事でした。 

 一行は、「御廟山古墳」から「百舌鳥八幡宮」「高林家住宅」（天正年間に建てられた豪農の屋

敷）「ニサンザイ古墳」「いたすけ古墳」「履中陵古墳」（１７代

履中天皇）を回って上野芝駅に到着し、夜の交流会場「味園」

へと向かいました。 

 難波に出て、「法

善寺横丁」を案内し、

法善寺の水かけ不

動産にお参りして、

「味園」に到着しま

した。 
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夜の代交流会は味園に８０人が集まる！ 

 

 

 午後６時頃には、神奈川、東京から参加のメンバーも合流し、６時２０

分から交流会が始まりました。 

 吉越悦子全国ウォーキング協議会理事長より挨拶があり、永井 博全国連

盟会長と続き、歓迎の挨拶を大阪府連盟の渡辺 紀雄理事長が述べて、乾杯

の音頭を三木 正弘大阪ウォーキングクラブ会長が行って、各テーブルで和

やかな歓談となりました。 

 宴もたけなわの中、各地のウォーキングクラブの自己紹介と出し物の披露があり、神奈川県か

ら参加の３８名による「ブルーライト横浜」の大合唱に拍手喝さいとなりました。 

 東京ウォーキングクラブからは、野口 祥子さんが自身のテー

プを持参による舞を披露され、奈良飛鳥にふさわしい舞いに全

員が舞台に引き込まれていました。（写真参考） 

 その後、参加者からカラオケなどが繰り広げられ会場を沸か

せました。 

 宴の最後に大阪の川野氏による「江州音頭」が披露され、会

場の仲間も踊りに加わり、交流会は明日の飛鳥ウォーク成功へ

の弾みを付け、終了しました。 

 

全国交流ウォーキング 

１５０名が雨の中、飛鳥を歩く！ 

 

 ５月２３日（日）あいにくの雨の中を、全国各

地から奈良飛鳥駅に朝９時頃から、色とりどりの

リュックを背負って、人々が集まってきました。 

 関東からはバスで到着し、関西近県は電車で駅

に集合です。 

 先に送ってあ

る班分け一覧に基づいて、国営飛鳥歴史公園に１０時に集合し、

Ａコース、Ｂコース分かれて歩きだしました。 

 雨合羽を身に包み、傘をさして、高松塚古墳、朝風峠を越え

て歩きます。峠越えは少しきつく、“こんな坂 どんな名坂”と

言いながらのウォーキングとなりました。 

 峠越えをすると飛鳥川に「男綱」がぶら下がり、そこを越えて「飛石」を渡り、ビニールに囲

まれたイチゴ栽培を通り、「マラ石」を見ました。 

 誰かが「若い人だけ触りや。他はもう関係ないで」の声が飛んでいました。 

 少し歩くと「石舞台」です。ここで昼食休憩をして、石舞台見学を団体割引にして、おりしも

修学旅行の生徒１５０人余りが、一緒に入り大きな石舞台の中を見て廻りました。 



 

 雨の中を今度は「橘寺」に向かい、ここは聖徳太子誕生の地

で、見学する班もありますが、Ｂコース１班は正面玄関で手を

合わせて、お金が入りますようにと念じていました。 

 「川原寺跡」を見て、「亀石」へと向かい、「鬼の俎（まない

た）」「鬼の雪隠」これは石棺の露出したものとも言われて途中、

清酒造りの利き酒ができるとあって、裏庭に入り、利き酒を３

０人でして、少しいい気分で歩きだし「吉備ひめ王基」と四体

の猿石を見て、一路飛鳥駅に到着しました。 

 万歩計は、２６，０００歩となっていました。Ｂコース１班

は、３時に飛鳥駅に全員無事に到着して、解散しました。 

新緑の服部陸上競技場で記録会開く！ 

 ５月９日（日）晴天の中、春季陸上記録会

が開かれました。 

 午前９時には、各地から選手達が詰めかけ

て受付でナンバーカードとプログラムを受け

取り、自分の出走する時間までの準備をして

いました。 

 １０時には、男子一般壮年の１０，０００

ｍ、１７人が元気にスタートし、競技が開始

されました。 

 小学生６０ｍ男女で４３人、１００ｍ男女

で４０人とみんな元気いっぱいの力走が続き

ます。 

 一般男子１００ｍは、４３人出場で１１秒

台１１人と力ある選手が参加していました。 

 今回はリレー２６チーム選手４１６人と昨

年を上回る参加となり、又運営する審判も陸

協審判の協力など４５名のスタッフで充実し

た大会となりました。成績は次の通りです。 

 

一般男子 100ｍ   柴田 祐介      11秒 1 

    1,500ｍ  山下 弁二  4分 19秒 13 

    5,000ｍ  金城 光  16分 48秒 93 

4×100ｍR  ｽﾀｰﾋﾙｽﾞ     44秒 4 

中学男子 100ｍ   細川 和紀    11秒 7  

壮年男子 100ｍ   池野 昌弘    12秒 0 

    10,000ｍ 川前 紀尚  36分 10秒 98 

小学男子 60ｍ  植本 尚輝     8秒 1  

一般女子 200ｍ  瀬尾 彩夏     30秒 0 

    1,500ｍ  柿花 璃子  5分 11秒 28 

4×100ｍR  陸王ｸﾗﾌﾞ中学部  53秒 9 

 

滋賀県連盟 ４０周年 を迎える！ 

 

５月１６日（日）滋賀県連盟創立４０周年記念パーティが、

草津市クサツエストピアホテルで開催されこれには川野 弘之

事務局長がお祝いに駆けつけました。 

 全国連盟からは、和食 昭夫理事長が来賓祝辞を述べ、大阪、

京都、兵庫からの代表が紹介されました。 

この前段に４０周年記念講演会が、スポーツ選手なら知っておきたい「みる」の事と題して、

小田 伸午（京都大学教授）の講演があり、県の各種目から９０人余りのクラブ員が参加して、

実技入りの講演を熱心に聞きいっていました。 



理事会だより       

             

西日本スポーツ         ＊日時 2010 年 7 月 11 日（日）13 時～16 時 30 分 

セミナー開催決まる！  ＊場所 大阪国労会館（JR 環状線、天満駅下車 3 分） 

日時 2010 年 10 月 31 日（日）  ＊内容 ・1 年間の活動のまとめと方針 

     10 時～15 時                      ・決算・予算について 

場所 兵庫県神戸市開催         ・役員の改選他 

内容 講演と各府県交流     【各種目の代議員数】ｻｯｶｰ 6 人、ｽｷｰ 3 人、水泳 1 人 

                 卓球 6 人、ﾃﾆｽ 4 人、ﾊﾞﾚｰ 5 人、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 3 人 

     野球 3 人、ﾖｯﾄ 1 人、ﾗﾝﾆﾝｸﾞ 2 人、ｳｫｰｷﾝｸﾞ 1 人                           

計  35 人 

 

☆ 2010 年 7 月 4 日（日）        

13 時 30 分 大阪城公園 

☆ 平和宣言集会 

☆ 9 ｺｰｽが大阪城公園へ集まる 

被爆 65 年、核兵器のない世界を    

目指してともに走ろう！        7 月 27 日(火) 東京・夢の島スタート ～ 

今年は、国連で核不拡散条約(NPT)      8 月 6 日(金) 広島 ～ 8 月 8 日(日) 長崎 

再検討会議が開催され、世界が核兵器   ＊ 大阪の通過は、8 月 2 日(月)平日ですが、 

をなくそうと声が広がっています。             ランナーと運転手が入用です。 

7 月 4 日に大阪城公園の平和宣言 

集会に集まりましょう。 

 

大阪府連盟 各種目の行事予定一覧 

６／５～６    関西ランニングクリニック  ｉｎ和歌山 

６／５（土）   関西ブロック会議         府連事務所 

  １１（金）  府連盟理事会              〃 

  １３（日）  スポ連屋上倉庫整理  １０時～     〃 

  １９（土）  関西ウォーキング会議 １３時～    〃 

  ２０（日） 大阪ウォーキング例会         京都 

２１（月） 平和マラソンﾝ第３回実行委員会   府連事務所 

２６（土） 大阪ウォーキングクラブ   

バーベキュー交流会 １６時～  鶴見緑地 

 

７／４（日）  反核平和マラソン大会 

〃      スキー協定期総会   

  市中央青年センター 

  １１（日） 府定期総会      国労会館    


