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2005年3月A例会r不動山の巨石j

ダイヤモンドトレール・杉尾崎



※B例会は会員限定です。

月 ������例 Jlさ、 三三 剄s事名＆概略コース　　　　　　　　　　　　　担当者 劔劔劔劔仍yz2��霧ﾘ�｢�剌W合場所 時刻 

1 �2�A 凾ﾈにわの初詣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔森尾・八田〕 劔劔劔劔��r�價R／環状線 

火 劔5ii阯x����*ﾈﾏh����5ii霍ｸ���Xﾞ8���嬰ﾈﾙ�����鮎ｩ�(手捶�井�Y����畏),9������劔劔劔劔劔5ii阯r�
生国魂神社→四天王寺→庚申堂→阿倍野神社→生根神社→住吉大社 劔劔劔劔劔9：00 

買1 �.B�ﾂ�-��仍��X鉙ﾋI,ｨ�������������������������������������ｹ�ｩ68�佰X�ｨ�X蕀m��冓��ｨ�ﾂ�劔劔劔劔10 劍ｹ鞐8�馮ｹ�ﾂ�

月 �7��剏ﾜ条駅→清水坂→六道珍皇寺→松原橋→因幡薬師→五条天神→光徳公園→梅′ト路公 劔劔劔劔劔五条駅 園→西本願寺→義経居館跡→五条大橋→京阪・五条駅 劔劔劔劔劔1 �0 

ー � � 迄蓼�h��霽����刷 劔 � ��勲 �� 

2 迭�A 剄ｒﾎ芥Jllから淀 劔�-h�ﾓS�����ｨ�������������������������ｸｶ^�h�儿(�ｨ�YI)�X�ﾂ�劔劔剴�R�價R／京都線 

日 劍ﾘ),阯x��8ﾙ]�*ﾈ�����ﾈｻH�愛��ﾉ�XｻH�栄y_ｹ�XｻIfｸｶﾈ���Y,ｹ*ﾈ����8x���9g��萎8ｷﾘ�R�劔劔劔劔劍ﾘ),阯r�
水無瀬駅 劔劔劔劔劔9：00 

18 �.B�刔��ﾉ[hｧx藝^����������������������������������������������ｸｭｨ�Y�霍ﾈ�｢�劔劔劔劔12 剪�

月 �7��1 ほ 剴�苴ｰ→芭蕉句碑→井 田作之助句碑→谷崎潤 劔侏I�ﾉ-����+ﾉm井�ﾈﾍﾉN��自�N���+h.�/�+h.�/����劍��HﾋI�ﾉ-��)ｨ��&陋ｩ52�剳諱ｨ近松門左衛門墓→織 ・動物園前駅 劔劔 ����������亊��御堂 ：扇 ��

憾憺米越耀弼 剪����� �� 俑��麿漸漣軋 剪�� 仍��2�軸 兒��ー � ��ｲ�剪��� ��弊畢 格子 

3 迭�?｢�A 剿k摂の大峰山・中山※健脚向き・懐中電灯持参　　　　　　　〔広田・佐藤（明）〕 劔劔劔劔����價R／福知山線 武田尾駅 

武田尾駅→廃線跡→桜の園→大峰山（552m）→十万辻→長尾→中山（478m）→中山奥の 

院→阪急・中山駅 劔劔劔劔劔9：00 

1鱒 �.B�ﾂ�-���,yZｩG驀��������������������������������������������ｹ�ﾉ88�亰��ｨ�Y�Y�ﾈ�ﾂ�劔劔劔劔11 劍ｽ�58��=驂y�ﾂ�

月 �7��剳x雄駅→霊山寺→追分梅林→子供の森公園→富雄川→唐招提寺→近鉄・西ノ京駅 劔劔劔劔劔富 1 � 

轟音＿ 凵｣▼▲－▲－▲■ 剪����� � ��嬢和事右 剪�� �� ��

鍵索軒 剌m横猿薄嶽 剳� 傴�yh�2�捜揖蕗妹 �渥����組立料 � ��嬉鍵蕗轟 � ������ 

箭 �� 剪���� � �� 剪� �� �� 

J �"�A 剩苧ｳ寺、正暦寺 劔劔劔志賀（千）・辰巳（善）〕 劔��R�刹ﾟ鉄／奈良線 目 劍ｽ�58�Y=驂x踊��=驂xﾏh���一��韜ｸ�雨ｹYｩ*ﾈ���9~�ｸ��顰h鮑�├(�Y����羊�劔劔劔劔劔=驂x羊�
9：00 

月 �� �� � 剪� �� �� �� ��剪��� ��頼 墜 壷 ��

5 途�A 剏F野街道－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔吉田（澄）・阪本〕 劔劔劔劔��B�剴�C／本線 

日 劍�ｶy�X��踊��,8荿唏���X���Y���ﾈ�絢ｸ唏���X�雲ｸ��������ﾙ;�5hﾖ9|ｸ��>ﾈ��鮑�����劔劔劔劔劍�ｶy�X��羊�
津神社→大鳥神社一→JR阪和線・鳳駅 劔劔劔劔劔毎‾薄ら 

＿萱0 �.B�B�做溢(,ﾉz(���������������������ｸ�968�Xｶy68�兢ｸ�ｨ�｢������������������劔劔劔劔10 劍ｽ�58��=驂y�ﾂ��Y���ﾉ�X鮑羊�

月 �7�� ��大和西大寺釈→秋篠寺「秋篠川→大渕池公園→大和文筆館→あやめ新橋→近鉄・菖 蒲池駅 劔劔劔劔劔10：00 

頒■■■‾ �� 俔�hﾛ�ﾈｹyiﾎB�刳|射 � � 劔��漣≡ 兀Y�z8ﾊﾈ���� �� �� �5ﾙu)~��

塘蘇 � ����ﾉ5ｩX��酪凍塵 ��＃ �� 儉ｲ�無暗串頼 ������� �� 傴靼ﾂ�

6 月 釘�A 剽ю�ﾝ辺から矢倉緑地へ　　　　　　　　　　　　　　〔牧野・比嘉（昌）】 劔劔劔劔��2�剄辮_／野田駅 

目 劔nﾉ68踊�悦I�ﾈ憖�ﾈﾏh�����h�?��XｻH�員ﾉ?�ﾏh�����ixI�ﾈﾏh����=�8x､ｩnX�穎���|�&����=�8x､ｩnX�萎9���X�x�8x羊�劔劔劔劔剴��d������������

17 土 �.B�ﾂ�-��仍�79�&����.��ﾃ8�俐X����ｨ�����������������������������ｹ�ﾙ68�Y�Xﾕﾘ�ﾂ�劔劔劔劔12 劍ﾞ8ｷﾘ�雹�79�ﾂ���ﾆｨ羊�

桂駅→桂地蔵→桂離宮→桂大橋→桂川緑地公園→吉祥院公園一→久世橋→浄禅寺→城 

南宮→（近鉄・竹田駅）→京阪墨染駅 劔劔劔劔劔 剋O両‾‾ 

嚢武線甘 � �� ���� 剄ｔ�訣ｪ �xｹ倡Hｭ����剪�� �� ��

繊 剪����� � ��劍���������������｢�� ��㌍紬 ��



※B例会は会員限定です 

月 �?｢�例 イ■ゝ． Zミ 俎8駟kﾈ�X･Izｨ5(�ｸ5�����������������������%99h�"�劔劔劔劔仍yz2��霧ﾘ�｢�偖xﾘx�ｨ��鳧ﾘ��

7 月 ��I.b�?｢�A 仍�78,ﾈｽ��9kﾈﾉｩ'ｨ���������������������������ｹ�ｩ68�佝��ｨ�Y(i�ｨ���x�ｨ�ﾂ�劔劔劔劔����櫨(�鞆X�9nﾉ�ﾂ�
二条駅→春陽堂本社屋→府庁旧本館→御所→新島襲旧邸 劔劔凵ｨ京都市役所→旧日生京都 劔劔剴��w 

支店→旧日銀京都支店→旧京都郵便電信局→阪急・四条烏丸 
00 

如混 剪ｹ海撼蘭湖頒－、＝1…≡書‡≡　　満÷＝妄・≡ 劔剪� ��劔 � �� �� 
肯鞘持吾郎紺準粁欄粁帯軒理 劔剪� �� �� 剪� �� 儼H��

8 月 �#��?｢�A 刔��ﾉJｩU9JｨｻH�������������������������������������ｹgｹ68�X抦ｻH�｢�劔劔劔劔��"�仍鞐2��Xﾞ2��霆H羊�o�����
大阪市役所南（中ノ島公園）→土佐堀川→東横堀川→道頓 劔劔剿x ��ﾈ�虻ﾉ+yg��ﾈ���ﾉ8���ﾂ�
→堂島川→大阪市中央公会堂 劔劔劔劔劔�0 

斡禰脊嵐鱒 刹�′ｮ ��謁>w���兀2� ��們ｹ]ｩ|2�冓ｲ�至難三… 串葎黒 � ��凍毒 剽ｿ噂軒 

9 佇��?｢�A 竸Hﾘ(ﾌ��Y&鞁i$ｨ���������������ｹX�ｷhﾋH�Xｨ��(�ﾂ�$ｨ�8踊���厭���Z����6x4x986X484�8ﾘ5瓜ｨｯ(������-ﾙ�X�運Hﾘ(ﾌ���5�488H8(986�7ﾂ�劔劔劔劔��b����ｹ6I52�$ｨ�8羊�

イント→神戸電鉄・大池駅 劔劔劔劔劔9：00 

．9 土 �.B�ﾂ�鱒州街道一泉大津から貝塚［500選〕　　〔角・小林（常）〕 元助転　扇i雇 劔劔劔劔�13 剴�C／本線 　＼ 

月 凾ﾙ ���抱踊�飲X8�����69(igｹ�x�胃xﾊ�4��Xﾘ(ﾜ�nX��8ﾘ984�[ｨｮ�&����Y,9����姻ﾉ¥��ｻH��兀�ｸ�謁8ｫ�OX��5i�ｸ鮑�磯ｹ>�*ﾈ���ﾉ�(鮑��>ﾈ､8�X､ﾉ,ｸ羊�劔劔劔劔剴���c���

童≡≡≡昔≡竃桝耕陣職制酢彿 劔����� 傅Iw�ｻ8踪荿ﾔ饑yw��9IYx��劔� 刧g搬 剄於ﾃ鞍喜‡ 

ジ畢≡ ����yXﾒ��.)�9(h揩� 卮��9xｨ����ﾊﾉ�顏��刹ｨ町榊畔 剽� ��蝋 ��亅��剪�畢詳 �� ��

10 僖｢�?｢�A 估inﾈ･�;��ﾃ8�����������������������������������������ｸｷｹ8x�俶ﾈ�ｨ�Y+ﾈﾕﾘ�ﾂ�劔劔劔劔��b�櫨(�鞐9���ﾂ�e�羊�

鳳駅→等乃伎神社→聖神社→篠田王子跡→平松王子跡→泉井上神社→井ノロ王子跡 →池田王子跡→麻生川王子跡→JR阪和線・東貝塚駅 

9：面．‾‾‾‾‾‾ 

月 �� �� ���� �� �� �� �� �� 剪� ����

12 ���京・洛西を訪ねて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔東脇・宇摩〕 劔劔劔劔�14 剄繼}／京都線 

日 剞ｼ向日駅（東出口）→長岡京跡→向日神社→竹林公園→大蛇ヶ池→南春日町バス停 劔劔劔劔劔西向別駅（東口） →大原野神社→洛西高校→新林地公園→小畑川沿→境谷大橋→阪急・洛西口駅 劔劔劔劔劔亘iod 

＿皇室 土 �.B�大阪史跡探訪－3「藤井寺市」　　　　　　　　　　〔芝内・中村（武）〕 劔劔劔劔�10 � 11 月 �1 ほ �:�皐鮑踊���異�����葵ｸ皐鮑��(x�95hﾖ9|ｸ��;冖韜ｹ5ii霍ｸ��(y,9U�ﾖ8ﾔ�|ｸ�育9zy�ﾒ���ｭ����Y�Y�ﾈ藕ﾟHﾏh���X��,9;��伜(ﾌ9Zﾘ����ﾏX鮑�或�58�Y:�皐鮑羊�劔劔劔劔劔:�皐鮑羊����c���

ー 劔劔� ��� 劔 �� 剋t稚拙 

派 俯"�酷薄纏 竸9Z�)���}��剄� 剳_ 剪��� 劔� 傲b�

12 �2�A ��)>ﾈ,ﾈｸﾈ･�;��ﾓS�����������������������������������������ｹ>ﾈ�Xｽ�:��ﾂ�劔劔劔劔����櫨(�鞐9���ﾂ�+y�ｨ羊�
目 剪ｷ滝駅→蟻通神社→樫井川古戦場→一同神社→文化財センター▲→倍達本陣→根来衝 

道→孝子越街道標→西本願寺尾崎別院→南海本線・鳥取ノ荘駅 劔劔劔劔劔9：00 

月 �� ����劔���� ��劔�� ��Z�����X�8�>w��)�ﾌ靺��

榊紺頗綿㈲鱒榊紺㈲酎佃榊畔榊僻村晒 劔劔� ��劔� � � 

◇［500選］は、［美しい日本の歩きたくなるみち500選］又はその関連コースです。
◇コースは状況により一部変更することがあります。
◇平均歩行速度（平地の場合のおおよその目安）

A例会；4．5k皿／h、ゆ－ほ例会；3．5km／h B例会；5．0kn／h

※A例会、ゆ－ほ例会は一般の方もご参加ください。
※B例会は大阪歩け歩け連合の会員限定です。



＊ウオーキングマナー＊

○交通ルールを守り安全に心がけて歩きましょう。（信号厳守）

○必ず歩道を歩き、歩道のないところでは右側を歩きましょう。
○　ゴミは必ず持ち帰りましょう。

○公共物にはみだりにさわらないようにしましょう。

〇万一事故が発生しても、当会は傷害保険の範囲内での責任し
か負えませんのでご了承下さい。

入会のご案内
【会員の特典I

◇当会の会員証・バッジ・名札・帽子贈呈、
◇日本ウオーキング協会㈹発行の月刊新開「あるけあるけ」およ

びウオーキングダイアリー配付

◇毎月の例会への無料参加

【年　会　費】

◇会員；4，000円、家族会員；乳000円、家族登録会員；乳000円
◇入会金は各会員1，000円

◇会員および家族登録会員はJWAの「維持会員」に登録されます。

【入会申込み】
◇例会参加時に「入会申込者」入会金・年会費を添えてお申し込みく

ださい。


