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※8例会は会長限定です。 

月 �?｢�例 ．dゝ Zミ 偖xﾘx�ｨ��鳧ﾘ��剄s事名＆概略コース　　　　　　　　　　　担当者 劔劔劔劔距離 （km） 

1 ����A 櫨(�隰(�9�ﾂ�5ii阯r�凾ﾈにわの初詣【500選一大阪（参】　　　　　　　　　　　〔森尾・宮島〕 劔劔劔劔17 

祝 劔�5ii阯x����*ﾈﾏh���偖xﾘx�ｨ���Xﾞ95ii霍ｸ�維������畏),8ｷｸ���hﾙ�ﾛ�����域ﾉ5h唏鮑���
9：30 劔��5h�(��5i����5ii霍ｸ��)Gｹnﾉ����永ﾉ�9'(ﾏh���員ｨｶy�X����>ﾈ､8�X�ｶy�X��羊�

16 �.B�京阪／本線 剴�Jb�凵E男山散策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゝ 劔劔劔����

月 �7��l ほ ��剩ｪ幡市駅→飛行神社→らくがき寺→蘇風塚→八角堂→正法寺→男山展望台→石清水八 幡宮→鳩ヶ峰山頂→神應寺→航海記念塔→高良神社→京阪・八幡市駅 10：00 

‡藩 刋����夫蔽癌 � ��姐如拙 劍P 僞ﾈｶ��ｩMH訷ﾜ��� � 刧f掬 冰"�：：i 凭I8ﾈ�h��ｹﾒ� ��詰室‡滞妄 ���� �� ��⊥ 剪���h.h�h���b�剪� ��30・・・ 

；三三；享；‡；：；車軸＝：率 劔i�zim����軒字 �� � �� �� �� �� �� 

2 途�A �&陋ｩ58��$ｩ*ﾉ�ﾂ����ﾌｸ羊�剔蜊緕s外周ウオーク（5）　　　　　　　　　　　　　〔阪 劔劔劔剩z架（千）〕 �17 

日 劔偬�ｸ踊��+xｶy8ﾉYI>ﾈﾏh�����Y���ﾈ�洩韭�ｻH��ｩFｩ>ﾈﾏh�����Y���ﾈ��ｨﾘ)nﾈｻH��)h9Oﾂ�
9：30 劍ｹi�ﾙ����為8ｮ��XｻH���8ﾘ�(h匣ﾏh�����Xﾞ8�9zy�Xｧx�├(�Y�冏ｹ*ﾈ羊�

20 �.B���-�� 劔�Xﾞ8讖�Y%Idｸ�度�ｨ�YJｩOh�8�h��.緯ｸ耳4�?ｩgｳ�����ｨ���������ｸ��}�.�6xｴ��ﾂ�劔劔劔剴���

月 �7����剩ｪ尾駅→安中新田会所跡→渋川神社→大聖勝軍寺→久宝寺緑地→久宝寺城跡→許麻神 社→顕証寺→まちなみセンタ→大悟寺→常光寺→矢作神社→JR・八尾駅 10：00 

≡由‥■；‡‡ �� 

丼 �� �� �� 劍^画 仄ﾘﾕR�槻迩車重板碑亘 劔�ｸﾊ8馼ｭ厩��菜靂 ��恕鄭毒強打 � �� �� 

3 月 澱�ゆ 1 ��)fｸﾘ)�ﾉ59;��ﾏYk�'(羊�剞�k・樗めぐり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔南・ 劔劔劔劔T�(�ﾂ�12 

土 劔佰Yk�'(踊���i轌Oi�Hﾏh���碓ﾉm��ﾙ����掩�69�ﾈ���ﾈﾋHﾏh����8ﾘ�(ﾏh�����ﾘ��)NIHI���ほ ����c���剋ﾐ→荒山公園→竹城公園→大連公園→泉北高速鉄道・泉ヶ丘駅 

22 ���JR／京都線 桂川駅 劔xﾉ�ﾈ,ﾉ;����店�y��ｨｹ�78xh�ｨ�������������������ｹ�ｩ68�佰X�ｨ�X琶:��ﾂ�劔劔劔剴#��

祝 劔��lt駅→京大桂キャンパス→洛西・高島屋→光明寺→長岡天満宮→勝竜寿城公園→ 
9： ���剪ｷ岡京駅 

≡滋・ ��聖 ���� ��■＋捉陽酒席 剳ﾓ家歩1く；‡≡‡‡【・幸＝ 劔wHﾝ偉��b� �� ��∈洒j �)��b�瀬碩紆≡ぎ �� 

華 �� �� �� 剔P事妄 兀8ｧi�"�琳担鱒卑 �8��儁Hｭ逢ﾂ�峯蘇 �� �� �� �� 

4 釘�A 櫨(��8ﾉ�ﾉ�ﾂ��Xﾞ95ii霍ｸ羊�剞�ﾌ固廊ウオーク【5∞選一大阪⑨】　　　　　　　　　〔小松・竹中〕 劔劔劔劔15 

日 劔��Xﾞ95ii霍ｸ踊��>ﾉ5ii靠h���偖xﾘx�ｨ�雨ｨﾊﾈ彿Vﾈ��;�=ｩg��ﾉui^�;��泳�*ﾈ8ｨ6���7h8ﾈ485��飴�5｢�
9：30 劍8�6��ｸ8��Xﾞ8�盈�,9�ﾉui^�;���;�8y�ﾉui^�;���(iEi8xﾏh���雨ｨﾊﾈ彿Vﾈ�����Y5ii霍ｸ羊�

10 �.B���-�� 劔�yz(�Xﾟx4X4��ｸ4����������������������������������ｸｶy68�丿馭ﾘﾛ):��ﾂ�劔劔劔剴�"�

月 �7����剽ﾎ地公園駅→桃山台グランド→春日大池→南千里駅前→千里南公園→津雲公園→中国 道歩道橋→北消防署前→水遠池遊歩道→阪急・北千里駅 10：00 

工法■ 俾��童凍＝ ���� ��ボン山 ����享癖森痛虫歯 剪� �� �� ��擁軒 ��軒 

講・ 斡 �,�� ��h�x�iﾗ>Yﾘ�｢�≡‥；栄 華担 冖9,��ｩgｸ�)Y�Y2�刄¥ボン山王 �� ����堂療亮■■ ��や 侈ﾉ���

帝 ��蕪誇 剿ﾘ石増車 �=�� �5���棈�� ��葬 ��

5 �"�A 伜)wｩ6I52�8ﾉ?�ﾊ�r�剩d磨の名松　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔白水 劔劔劔剿ﾘ（和）〕 �18 

日 劔�8ﾉ?�ﾊ�x���Y(i���X�員ｨｶy����鰻ﾈ,ﾈｪ�i]��鰻ﾈｷｹ5i����碓h�9����畏(ﾛｹ����亥"�
9：30 劔wｩ6I58�Xﾘ(ﾛｸ羊�

11 �.B�JR／嵯峨野線 剪�劔劔劔剴�2�

月 ���l ほ ��駅 凵@　　　　　　　　　　　つ芸 神社→出町柳→銀閣寺→哲学の道→岡崎公園→京阪・三条駅 00 
：鮨 ��ン■　L声こ ���� �:H��y$(･延��� 剪�����曠(ｧﾂ�薮 亂�5�ｶ������臆※三… 

こ㍍≡　こ‡■≡ � ��� �� 剪�

準串本 ��竿∴．．＝・＝・．・頗 剪� �� � ���� 

6 月 迭�ゆ 1 俥8ｷﾘ�雹�79�ﾂ�需m�r�刪�ﾘ市の緑適とパラ園【ワオづ日本1800】　　　　〔本田（新卜 劔劔劔剴c（義）〕 �13 

土 劔���x�������YШnX����������ﾉ%ｸﾔ��ﾉ[hｧxｭ�������ﾈ需m��ﾈﾘyzﾈ,ﾉN�������ﾂ�ほ ����c���刮ﾍノ 綿ｵﾈ�案ｹ68ﾏh���稲���7�7I]��閏h嶌ﾞ���{����(h匣ﾏij���握��X需m�r�

13 ���JR／湖西線 堅田駅 劔OｩF侘�+8+H,�-ﾘ･�;��店�X�ｩ��ｨ��棹�傴(�ｨ���������������ｸｭｨ�X鉑Oh��4��ｨ�ﾂ�劔劔劔剴���

日 劔佶�68踊�伊�68,ﾉX(ﾎI;��碓ｩF侘��XｻH���Y�i��Z����+亊ｸｴﾉD�h�����H鐱wｹ�).x�├(�R�
0 剏I東駅 

・委棄 ��ニ：＝；ニ凍粂 冑Xﾅﾂ��� �-�･鵜ｸ�v���ｵb�剔b域蘭拒巨；≡；；‡： 劔 �� ��牡 侈ﾈﾘ�5ｨﾊﾂ���

ヰ ��h揶�b�空襲‥・ ‡た三‡泊三重‡ ���� ��暁享楽 帯噂や 俤x�I�"��ﾙYB�幸炉や本字木 屏隣村字軋米車 劍6ﾈﾚ�Y8棈ｪb�.(芍N�/�ﾕ�.b�宗 �� 冽ﾘﾊﾈｸR�v倅�?ｨ�iG��2�東 館・ 迄�N$��7�羊� ��



※B例会は会員限定です。 

月 �?｢�例 Jゝ 三三 偖xﾘx�ｨ��鳧ﾘ��劍ﾗ8駟kﾈ�X･Izｨ5(�ｸ5�����������������������%99h�"�劔劔劔劍ｹyz2��霧ﾘ�｢�

7 月 釘�A 櫨(���Y��ч�ﾂ�I�ﾋH羊�劔+y�6｢���ﾘﾌ9�Yy┐�凵lを歩く　　　　　　　　　　　　　〔小島・小林（孝）〕 劔劔剴���日 劔剔褐ｴ駅→二俣・玉串ノl 中央　‾l 劔緬Zｨｯ)5��├(躪ｴ�x�├)JｩOh踊�粟�圷ﾏh���或�59+y�8踊�├(ﾘ(撮���
9．30 劔田　　　→　＿　屋川口　　P→JR　　　→天王田→ 劔劔��├(�Xｹ��

ヰ �� ����x鼈�H����h��x���x���x�iG��甲：＝ ‘1： 仭闇ﾈｮﾂ�車 俯)�YLｲ� 兩i��股���掩ｨｫｨﾌ��画轟車軸． 剩� 凛b�：：メ： �8ﾈﾄb�軽 �� �� 冕yfH�2�

8 月 ���A 冉ｹ�Xﾞ8ｷﾘﾗ8���yz"�(h匣踊�冉ｸﾔﾈ�ｨ�｢�劔�yz)(h匣*�.y%���ﾈ�2�劔��ｸｭﾙ68�Y-)68�ﾂ�劔劔��b�日 劔剞逞｢中央駅（2階北広場）→千里南公 劔凵ｨ千里緑地→伊射秦岐神社→字野辺→（大正川沿 阪・寝屋川市駅 
9：30 劔い）→佐和良義神社→仁和寺大橋→ 

‥放 �� ��h�h�y�y{2��� �*ｹ���藩守空 � �� 剪� �� ����h蓼ﾖ�)"�寵再：宣； � 

・・・B・・ ���� ��÷鳥・・≡■・：一・・ �����?�������,H-8�����二翫■＝ンニ ��几｢� �� �� ����

告ぎ‡至：舗 剄ﾗ �� ���Hﾌ��結閻 � �� 剪� �� �� � 

9 迭�A 櫨(�隗xﾊI78�9�ﾂ�ｹ�69]8羊�劔?ｩgｸ,ﾉz#������R�劔稽谷（枚方市）　　　　　　　　　〔中村（隆 劔劔佰Ynﾈ�ﾂ���R�

日 劔刹椏c辺駅→一休寺→甘南備山→穂谷→枚方野外活動センター→国見山→爪・津田駅 
9：30 

11 �.B�JR／京都線 東淀川駅 劔西行法師ゆかりの地を訪ねる（江口の里）　　　　　【三木（博）・宇藤〕 劔劔劔劔11 

月 �7��l ほ 劔�8ﾉxI�ﾈ踊���)�H鮑��(i8y�Y;��X����ﾏX鮑���Xﾄy����稲(ﾏX鮑�俔ﾘﾏｸﾄ�;��ｨ������ﾈ����8ﾘ)VﾈｻH�├(�Y��68羊�10：00 

詫諺・ �� 丶8�ｨ偀ｮx*��� ��X�hｮ(ｹ��B� �9ﾂ� �� 剪� �� 冓隶胤��藻紬敲 � 

∴欝・・ �� �� �� �� �� ��� ��上古 ��8�ｸ�h�ｲ� � ����������S��X��6ﾒ�

薄 ��(茲� ��璃醇 �� ��牽ギ≡ウニや花押： 儂雨8ｧﾉIb�� ��車重奉 ���� ��

10 月 �2�A 筈�8(�鞐9���ﾂ��冏ｹ*ﾈ羊�劔�Xﾞ8�8､�ﾈ4X4��ｸ4��塗�ｨ�����������������������������ｸﾞ9gｸ�Y6�ﾎﾈ�ﾂ�劔劔劔剴�R�

日 劔剞剿{町駅→山之内公園→山之内酉公国→いこいの広場→住之江公園→ニュートラム・フェリークーミ 
9：30 劔ナル駅→南港大橋→南港中央公国→ニュートラム・中ふ頭駅 

5 �.B�ﾂ�近鉄／大阪線 大和八木駅 劔寺井町と廃線ウオーク　　　　　　　　　　　　　　　　　〔／ト松・畑中〕 劔劔劔劔13 

火 劔剔蝌a八木駅→今井町散策→橿原線旧 劔剞�ﾕ→橿原神宮→久米寺→桂原神宮前駅前→小房 ほ �����c�����ﾉG��ﾉ�X�├(�Y�IeH踊�或�58�Y�Y��Jｩm�r�

…≡変速 ��≡空襲 刳�S � 凾､、 �ｹu�� ���自;��冦^債�自��5ｩ¥H�R�5�ｮ韃(���ﾉD�� 剪� 偖ﾈ鰾�傚���ｸ�hﾄ�=y4X�����8�h���� 

＝華 �� ��如 ��個如緑藻蛛 剋Y声 � 刹�a車重轍車辛 劔Y2�空韓車車 � �8�ﾖi8ﾂ� �� 

11 月 澱�ゆ l 仍鞐8�馮ｹ�ﾂ��*ﾉoh羊�劍ｹ�,ﾉ,ｨ�9�/��.���(�(�鉄����ｨｹ�78xX�ｨ���������ｹ�ｩ68�佰X�ｨ�Xﾄｹnﾈ�ﾂ�劔劔劔剴�2�

土 劔剌o町　駅→大文古寺→　ロ堂→くろノ’さん→　　　士の専一→　　本　坊　　　　　ノ＼ ほ ����c���劍������6�������$ｨ��������鈷ﾎ�68,ﾈ鮑��韃(ﾏb�����-�.(-ﾙ&�����?ｨﾌ�&����以ﾉ5h皐�X��$(鮑�移�ﾄinﾈｬ�倬ｸ�飴鞐8�Y8ﾉY�ｸ羊�

21 ���JR／和歌山線 妙寺駅 劔日本の里100選・天野（かつらぎ町）【即0遥卜和歌山⑧】　　　　〔羽田野・金正〕 劔劔劔劔19 

日 劔剿ｭ寺駅→天野の里→丹生都比売神社→西行庵→高野山町石道→窓等院・英田庵→南 
9：30 劔海・九度山駅（山コース　標高差約340m） 

凝≡ �� 豫�8�8ﾈﾆ��� 劔� 剪���劔wI<X�8��� 

；‥諒妻 �I*��x�h蓼蓼�h�x�x�h�h蓼�r�����事轟玩韓 ��添中瀬画軒字 剪�� � �� �� ��

12 月 釘�ゆ t ほ 櫨(�馘ｨ�9�ﾂ�Y�8x羊�劍,�,�.ﾘ,ﾉ�I^I��齎���������������������������������ｸ抦鉙�Xｶy68�����ｨ�ﾂ�劔劔劔剴���

土 劔剳沒㊨w→矢頭右衛門七基→大石梅内基→天野屋利兵衛碑→原惣右衝門基→大高源吾羞→堀部 安兵衛基→赤穂義士基→JR・天王寺駅（OP・チンチン電車で住吉大社→大石内蔵助基） 
10：00 

12 ���JR／大和路線 王寺駅 劔王寺・やわらぎの里　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔酉塔・大西〕 劔劔劔劔15 

日 劔刮､寺駅一→大和ノl 劍-8.ｨ*�*(ﾔﾈ�ｨ�掩�,ﾈ����$)h�鮑��+�+�.x*ﾈﾏh���云�圷���X�斡ﾙ�I����
9 �0 凵ｨ浄安寺→山崎神社→JR・香芝駅 劔� 

内ふ ��Y�ﾘ,h,ｨ�r�凾ﾝ巻妓ら怒ま； ��ﾈ��陂8,X��h�8�h*ﾈ�h蓼�r�剪� ��金線i≒ 亶ｹ8r�二‡室：≒ 倬ｨｪ俛��

ヰ ��i��� ��x･b�議 ���� 俾H柯ｺｲ�ﾜ�B�前転寿享頼姐麻殻棄 典誤字限牒甥鱒巨 劔サ＋ �.)u�兢俶ﾙ8ｸｧr���華 仭8��� 仗俐��韓 ���

◇【500選】は、「美しい日本の歩きたくなるみち500濁公式大会罷定コース」が含まれます。

※A例会、ゆ－ほ例会は一般の方もご参加ください（参加費500円）
事前申込みは不要です。当日、直接集合場所へお越し下さい。



－特別例会－「歩く・観る・語る」

特別例会は会員限定で事前申込み制です。

2月14日（日）9：30

JR／阪和線・和泉府中駅集合

4月3日（土）9：15

◇総　会：紆ルレイクアルスターアげ泉大津（南海・泉大津駅前）

◇ウオーク：和泉府中駅→泉井上神社→小栗街道→八坂神社→
葛葉稲荷神社→池上曽根史跡公園→弥生文化博
物館→泉穴師神社→南海・泉大津駅（歩行10km）

◇《湊町コース》－クルージングー湊町リバープレイス⇒道頓堀
川⇒東横堀川⇒八軒家浜⇒大川⇒淀川⇒枚方－ウオークー
枚方宿散策→鍵屋→京街道散策→京阪・枚方市駅（歩行
5km）

◇《枚方コ・ス》湊町コ・スと逆コースで実施

5月14日（金）～16日（日）

大阪駅前からバス

9月25日（土）～26日（日）

大阪駅前からバス

◇第一日：大阪⇒バス⇒大飯原子力発電所見学⇒民宿泊
◇第二日：若狭三方五湖ツう〇一マーチに参加（泊）
◇第三日：若狭三方五潮ツうーマヤに参加（電車にて大阪へ）

◇第一日：大阪（バス）⇒朝来町（バス）⇒酒呑童子の里→二瀬川渓
谷→天岩戸神社→元伊勢内宮→大江駅・鬼瓦公園（バ
ス）⇒福知山ロイヤルホテル（歩行1亜m）

◇第二日：ホテル（パス）⇒福知山城（バス）⇒黒井城址→兵主神社
→石生水分かれ公園→柏原町→織田神社→木の根橋
→柏原藩陣屋跡（歩行15km）、バスにて大阪へ

入会のご案内
【会員の特典】

◇当会の会員証と名札贈呈
◇（社）日本ウオーキング協会灯WA）発行の月刊誌「ウオーキングライフ」

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（特別例会は除きます）
◇毎月の例会参加時の傷害保険加入

【年　会　費】

◇会員：4，000円、家族会員：2，000円、家族登録会員：3，000円

◇入会金は各会員、1，000円

◇会員および家族登録会員は孤の「維持会員」に登録されます。

【入会申込み】
◇例会に参加される時に、「入会申込書」に入会金および年会費を添えてお申し込み

ください。

◎例会について◎ 

覧宣誓垂薫資蓋蓋整曇罠葬こてください0感 
ロ歩行速度の目安：A例会・4，5km瓜、ゆ－ほ例会・4km瓜、B例会・5km仇 


