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バッジ
多数回参加賞

マークのデザイ
ンは松下電器ＯＢ
大橋武デザイン事
務所に依頼した︒

第 99 回例会
2004 年 9 月 7 日
91 名参加
サントリー山崎蒸留所を
見学した。ウイスキー館の
前には創業者鳥井信治郎像、
第 2 代マスターブレンダー
佐治敬三像、大正時代に使
われた日本初のポットスチ
ルがある。一度に撮影でき
な い た め、2 グ ル ー プ に わ
かれて記念撮影した。
上段 A グループ
下段 B グループ
くらわん会の会員登録は
333 名で、平均参加者は 120
名ですが、この 2 回の例会
に 参 加 で き な か っ た 方 は、
記念撮影にもれています。
あしからずご容赦ください。
第 100 回例会
2004 年 10 月 5 日
62 名参加
秋雨前線が台風に刺激さ
れ大雨となった。津田駅か
ら国見山に登り穂谷に抜け
るコースだったが変更して
藤坂駅、王仁公園へ。
前回の例会で記念撮影漏
れの方を、ＪＲ津田駅前で
撮影した。
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第 50 回例会
2000 年 8 月 1 日
85 名参加
強い陽射しを避けて、夕刻に歩く ｢
黄昏ウォーク」。定番は淀川左岸の堤
防を夕日に向かって歩くコース。この
日は、夕立に遭ったが、雨上がりの枚
方市駅の上に大きな虹がかかった。

第 79 回例会
2003 年 1 月 7 日
79 名参加
枚方の初詣で、万年寺山の意賀美神
社にお参りした。
万年寺山の北端には淀川と枚方宿を見
下ろすように、旧田中家の大椋の木が
たっている。枚方の歴史をここで見
守ってきたのだろう。

第 72 回例会
2002 年 6 月 4 日
72 名参加
くらわん会が枚方を歩いたコース
で、最も多いのが穂谷川緑道から山田
池である。中でも花菖蒲のきれいな時
節は、様々の花の美しさに見とれてし
まう。
第 78 回例会
2002 年 12 月 3 日
143 名参加
枚方の町を歩くコースの中でも大学
めぐりと香里団地の公園めぐりは異色
だった。リニューアルしつつある香里
団地の 14 個所の公園を巡った。様々
な街路樹の紅葉が美しい。けやき通り
の見事な紅葉。
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第 67 回例会
2002 年 1 月 9 日
118 名参加
京都を歩くコースは沢山ある。深泥
池から国際会館に抜けるコースでは、
円通寺裏の京野菜の里のあぜ道を、比
叡山をに向かって歩いた。印象の深い
道だった。

第 67 回例会
2002 年 1 月 9 日
118 名参加
厳かな初詣の定番は世界遺産の下
鴨、上賀茂神社へのお参りである。ユ
リカモメが群れ飛び、水面が煌く鴨川
べりを、ゆったりと歩ける変化の多い
コースでもある。

第 81 回例会
2003 年 3 月 4 日
139 名参加
観梅にも多くのコースがあるが、北
野天満宮の梅の香が歴史と、伝統の重
みを感じさせてくれる。季節はずれの
雪の中を歩く、幻想的な風情を演出し
てくれた例会にもなった。

第 63 回例会
2001 年 9 月 4 日
135 名参加
くらわん会の例会には , お酒づくり
の見学がいくつかある。吹田や桂の
ビール、伏見のお酒、そしてウイス
キーの故郷大山崎である。貯蔵庫で
熟成を待つオークの樽が静かに眠っ
ていた。
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第 77 回例会
2002 年 11 月 5 日
145 名参加
哲学の道の桜の葉がつややかに紅葉し、
真如堂三重塔の横にある菩提樹が真っ赤に
紅葉していた。桜が美しいコースでもある
が、落ち着いた秋の風情が良く似合う、とっ
ておきの道である。

第 94 回例会
2004 年 4 月 6 日
141 名参加
摂津峡の圧倒的な量の桜など沢山のお
花見をしたがが、琵琶湖疎水沿いを山科
に抜けるコースが最高である。疎水に降
りそそぐ花吹雪と , ゆったりと流れる花筏
は他では味わえない。

第 88 回例会
2003 年 10 月 7 日
126 名参加
大阪、京都を離れて奈良まで出かけたの
は、この例会が初めてだった。奈良町の伝
統的な町家の雰囲気を味わい、奈良公園の
鷺池に浮かぶ檜皮葺き八角堂形式の浮見堂
で昼食をとった。

第 82 回例会
2003 年 4 月 1 日
110 名参加
お隣の交野市は , 緑と歴史に包まれた街。
くろんど園地や星田園地にはたびたび訪れ
た。平成 9 年に完成した「星のブランコ」は、
全長 280m、地上高 50 ｍあり , 人道吊橋と
しては日本最大級のものである。
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「くらわん会」100 回の節目を記念して
くらわん会を愛し協賛して頂いている方々に、心より御礼申し上
げます。くらわん会は、平成 8 年 6 月から一度も欠かさず毎月開催
して、本年 10 月で 100 回の記念すべき節目を迎えることになりまし
た。会員の皆様と松愛会のご援助に感謝申しあげます。
本年は、世界のスポーツの祭典オリンピックが発祥の地アテネで
行われ、多くの日本国民が、日本選手の活躍に歓喜しました。歩く
スポーツを楽しむ「くらわん会」が、この年に 100 回記念の節目を
迎えたことは、まことに意義あることだと思います。オリンピック
がスポーツで永遠の世界平和を願うように、「くらわん会」も 150 回、200 回と続けてゆ
きたいと思います。
歩くことは、心身の健康維持の基本ですが、くらわん会の会員数は 350 名を超え、月々
の平均参加者も 120 名と新会員も増えて益々発展しております。くらわん会の発足以来の
基本的な考え方として、第一に、会員の皆様が無理の無いスケジュールで参加されて安全
であること。第二に、自然に親しみ、お互いの親睦交流を深めながら健康増進の一助にな
ることです。世話人一同で知恵を絞り、毎回季節の風物や特徴を考えてコース計画を立案
してきました。
「くらわん会」という、誰からも親しまれる愛称や、猛暑の 8 月の「黄昏ウォーク」な
どのアイデアに溢れる取り組みもしてきました。年間のコース設定も安全と楽しさへの配
慮をし、必ず下見を行って集合場所や昼食場所、トイレの確認、道路歩行の安全確保と地
域への迷惑排除、地図や案内の作成など、世話人の役割分担を決めて対応してきました。
また、安全のための傷害保険への加入や、継続して楽しく参加いただけるように多数回参
加記念バッジを作り贈呈してきました。
近年にはアマチュア無線資格を持つ世話人が移動無線を活用し、緊密な連携を図ること
が出来ています。さらにインターネットのホームページをつくり、例会の詳細案内や詳細
な実施報告をして、会員に参加の意欲向上と便宜を図っています。この他にもパソコンに
よる会員原簿の管理で、参加記録、名簿、名札の発行を間違いなく効率的に行う努力など、
世話役全員がくらわん会の趣旨をよく理解され、積極的に参加・協力して頂いていること
が会の発展につながっていると考えます。
皆様のご理解により、今後とも楽しい歩こう会「くらわん会」で有り続けるよう努力を
してゆきます。
平成 16 年 10 月

くらわん会会長

原

求
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大人気の『くらわん会』に成長
2004 年 10 月、枚方北、南支部合同の歩こう会「く
らわん会」が、100 回を迎えました。
「継続は力なり」といわれますが、1996 年 6 月の第 1
回から、8 年 4 ヶ月の間、一度も中止することもなく、
開催できたことは、最初からこの会に関与していた
私にとっても、本当に喜ばしく心からお喜び申し上
げます。また、この会を最初からずっと奥様とご一
緒に、お世話をしていただいた原会長のご努力と、
世話役の皆様に深い感謝の想いでいっぱいです。
もともと、私は山登りやハイキングが好きで、松愛会入会後、近畿歩こう会に参加して
いました。ある日、地区委員の方から、枚方でも地区 ( 当時は支部とは呼ばなかった ) 独
自の歩こう会を作るので、お世話をしてくれませんかという話がありました。詳しく聞い
てみると三輪さん ( 枚方南支部の当時の幹事、故人 ) が発意され、原さんにまとめ役を依
頼されているとのことでした。三輪さんとは、私が新入杜員の頃、乾電池事業部で御一緒
だった大先輩でもあり、快く世話人を引き受けた次第です。
第 1 回の例会は、70 人くらいの参加者で枚方市駅から京街道を通り淀川堤防を歩いて
香里園駅までのコースだったことを今でも覚えています。
その後「会に何か名前があった方がいいな」という意見が出て、会員からも公募し枚方
の名物に因んで「くらわん会」と言う愛称になりました。また多数回参加ごとのバッジを
作って、お渡しすることや、参加しやすいコースの選定、安全への配慮など様々な工夫を
凝らして今日まで続けてきました。その努力のおかげで、「くらわん会」は最近では平均
で 120 名を超える参加者がある、全国一、人気の歩こう会に成長しました。
松愛会は、17,000 名もの会員を擁し、全国 37 の支部で色々な体育文化活動や、社会貢
献活動が活発におこなわれてますが、まず活動の基本は会員の健康です。全国の支部で
39 団体もの「歩こう会」が開催され、昨年の実績で延べ 8000 人が参加されたことは、健
康の大切さを会員の皆さんがよく認識されていることの証拠であり誠に喜ばしいことで
す。
これからも、更に「くらわん会」が盛大になり、次の 150 回、200 回に向けて発展され
ることをお祈りして、祝辞といたします。
2004 年 10 月吉日
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松愛会会長

神田卓明

くらわん会発足から 100 回まで
枚方地区の歩こう会を実施することになり、スタート時から一緒に取
り組んでこられた原会長夫人から「くらわん会」取り組みの経緯を報告
いただきました。
◆平成 8 年松愛会に各地区毎に歩こう会を実施することになり、枚方で
も当時の故三輪幹事の計らいで計画され原会長が取りまとめることに
なった。
◆基本的な考え方として、年齢を考慮し無理のないスケジュールで、安
全で楽しい会になること、特に夏の暑さを考慮しての「黄昏ウォーク」を発案し誰でも参
加しやすい環境をつくる。安全な行動の基本となる「実施要領」を作成した。
◆実施日は毎月第一火曜日に設定。松愛会員の比較的空いた日を調査して決定、但しスター
トの平成 8 年のみ第一金曜日としたが、平成 9 年より現在に至る。
◆集合時間は参加しやすい午前 10 時とした。
◆会のネーミングは、三十石舟に「飯くらわんか」と手荒な掛け声で物売りをしたが、家
康からお咎めがなく許されたという「くらわんか舟」にあやかって、くらわん会と名づけ
た。
◆マークの設定。松下 OB の大橋

武デザイン事務所に依頼して三十石舟を基調にして作

成した。
◆参加者全員に名札を作成。マーク入り名札を当初はカラー写真で作り、10 枚以上纏め
ても 1 枚 150 円と高くついたが、現在はパソコン処理の為、原紙代で 5 〜 6 円となった。ケー
スは、三社見積もりをさせ一番安い所にした。
◆多数回参加記念バッジの作成。近畿歩こう会や電池会を参考にし、京都の七宝焼き店を
調査して、現在の富士美術工芸 ( 株 ) に依頼、12 回・30 回・50 回・75 回の 4 種類は同じ
金型にし色と材質のみ変更し、1 ロット 100 個を単位で発注する。
◆契約は覚書を取り交わす。将来を見据えて、バッジと名札は契約覚書を取り交わす。( 名
札は現在は消滅 )
◆安全な行動がとれるよう、松下保険サービスの傷害保険に全員加入した。
◆コース案内図作成配布。当初は実施の前日までに星島世話人が案内図を作成し、原の自
宅で A3 でコピーし半分に切っていた。現在は世話人の中より地図係で作ることとした。
◆徹底した下見の実施
数名にて毎回下見。交通費は会より負担。安全歩行の確認、集合場所、昼食場所、トイレ
の確認などして世話人の役割分担を決める。
◆アマチュア通信の資格者 3 名を、列の前後と中央について頂き、移動無線機で安全と連
絡に配慮した。
◆参加者名簿の作成。当初は、枚方北、南、外と 3 ブロックに分け、参加者チェック、初
参加者記帳と並べ替え、参加回数の調査などをハンドで行いワープロで作成していた。用
紙も、A3 でコピーして半分に切って使用していた。現在は、パソコンで EXCEL ソフト
を活用し参加者の原簿管理、参加者点呼名簿印刷、多数回表彰管理、名札印刷、参加者保
険登録も含めて、全てパソコンにて処理している。
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◆会費 300 円に決定。当初、平成 8 年は 200 円でスタートするが、上記の諸費用を負担す
るとたちまち赤宇になり、300 円に変更し現在に至っている。
( 参考までに初年度の参加は、6 月 69 名、7 月 29 名、9 月 55 名、10 月 54 名、11 月 32 名、
12 月 49 名 ) 月 70 名以上でないと会運営ではやりにくい。
◆財務管理。会計は金銭出納帳に、収入・支出を記帳し、毎年 12 月例会の夕方世話人会
の席にて、経過報告と決算、次年度予定と予算を報告する。今後はパソコンにて、予算と
実績管理が、支出の時点で行えるよう改善することが望ましい。記念特別会計などと一般
会計とを分けて管理することが望ましい。
◆毎月取材担当 2 名を決め、例会記録をホームページに作成、インターネットで閲覧でき
るようにした。これにより会員の参加記録の詳細報告と次月切り参加の注意事項などが詳
細にわかるようになった。
以上が「くらわん会」発足当初からの略歴です。私事で恐縮ですが、平成 13 年 11 月例
会の京都吉田山で足を痛めて第 65 回から参加できなくなりました。今後は 150 回、200
回と末永く続けられることをお祈りいたします。
平成 16 年 9 月 20 日

枚方南支部

原

眞智子

くらわん会世話人名簿
会

長

原

求

853-4631（枚方南）

副会長

山本和義

844-2155（枚方南）

副会長

佐々山森夫

世話人

高濱常雄

854-6273（枚方南）

世話人

浅見悦司

857-4618 （枚方北）

長川

達

843-7971（枚方南）

田宮正勝

847-4237 （枚方北）

石田富雄

852-1654（枚方南）

河上

勲

847-6276 （枚方北）

中野外志彦 854-5587（枚方南） （通信）

七里潤三

847-9419 （枚方北）

野口忠一郎 844-1561（枚方南）

茶屋恭介

850-6713 （枚方北）

（通信）

顧

問

（通信）

847-9330（枚方北）

毛利信二

892-8190（枚方外）

顧

問

神田卓明

851-2360 （枚方北）

新谷基樹

854-5672（枚方南）

顧

問

星島保弘

849-0741 （枚方北）

ＨＰ取材担当名簿
主担当
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冨田朝己

852-8250（枚方南）

杉浦義次

846-7136（枚方南）

清水次雄

831-6391（枚方南）

高橋

保

853-3387（枚方南）

石田富雄

世話人兼務

安井重仁

847-5940（枚方北）

梅原光弘

854-0922（枚方南）

くらわん会実施要領

（H15.9.30 改正）

目的
無理のない程度のスケジュールで自然に親しみながら健康増進の一助と親睦交流を深め
ます。
参加の範囲
松愛会枚方地区の会員及びそのご家族・友人、枚方地区以外の会員及びそのご家族・友
人、自由参加ですので事前の申込みは不要です。（当日直接集合場所ヘ）
参加費
毎回

300 円／ 1 人、集合場所で出欠確認時に徴収します。

主な使途
資料作成、下見交通費、関連行事の交通費、傷害保険、名札、バッジなど、その他、会
の運営に必要な諸経費に充当します。
バッジは 12 回、30 回、50 回、75 回、達成者に進呈します。
交通費、拝観料などはその都度各自でお支払い下さい。但し、状況により会より補助し
ます。
実施日
原則として、毎月第１火曜日とし、年 12 回実施します。小雨決行を原則とし、状況に
より中止・変更することがあります
行き先・集合場所・集合時間
次年度の年間予定表を 10 月中旬に作成し、参加希望者に配布すると共に会報「松愛」
のイベント予定などに掲載します。
松愛会ホームページや、枚方南北支部合同ホームページでも詳しく掲載します。
URL は

http://www.shoai.ne.jp/

集合時間は毎回午前 10 時です、ただし 8 月の「たそがれウォーク」は午後 5 時 30 分と
します。
行程は、8 〜 10km 程度、急なアップダウンは避ける。集合場所は原則として、枚方市
駅から 1 時間以内程度の所など、安全第一で無理のないことを目標にしています。
持ち物及び服装
弁当、飲物、タオル、健康保険証の写し・松愛会員 110 番カードなど、季節・天候・行
き先などの状況を勘案し各自で準備して下さい。
その他の取り決めとお願い事項
お互いが楽しく歩くために !!
常にリーダーの指示に従って行動してください。
集合場所及び歩行中は一般の通行者に迷惑をかけないで下さい。
歩行中は、先頭のリーダーより先に行かないでください、右側通行と正しい横断を心が
けて下さい。
自分の健康状態に合わせて、無理をしないように留意して下さい。
途中で別行動される場合は、必ずリーダー及び世話人に連絡して下さい。
5

回

コース名

くらわん会 100 回の歩み
行

程

開催日

人員

1 京街道枚方宿を歩く

枚方市駅⇒鍵屋⇒淀川堤防⇒香里園駅

6/7/96

69

2 樟葉の宮を訪ねて

樟葉駅⇒市民の森⇒交野天神社⇒八幡
市駅

7/5/96

29

3 国見山城を訪ねる

津田駅⇒国見山⇒津田駅

9/6/96

55

牧野駅⇒片埜神社⇒穂谷川緑道⇒山田
池公園⇒穂谷川緑道⇒藤阪駅

10/4/96

54

5 百済寺史跡公園をゆく

郡津駅⇒村野⇒百済寺⇒枚方市駅

11/1/96

32

6 天の川伝説牛石を訪ねる

交野駅⇒中山観音寺跡⇒山田神社

12/6/96

49

7 成田不動尊の初詣

香里園駅⇒成田不動尊

1/7/97

50

8 香里団地をゆく

枚方市駅⇒香里団地⇒香里園駅

2/4/97

52

9 大阪城梅林

京橋駅⇒天満宮⇒大阪城梅林

3/4/97

71

10 淀川堤防をゆく

枚方市駅⇒淀川堤防⇒牧野⇒御殿山神
社

4/1/97

66

11 木津川堤防をゆく

八幡市駅⇒木津川堤防⇒大住駅

5/6/97

58

12 枚方を歩く

枚方市駅⇒長泉寺⇒山田神社⇒田ノ口

6/3/97

55

13 交野の新緑を歩く

交野市駅⇒神宮寺ぶどう園⇒河内森駅

7/1/97

54

14 黄昏の淀川左岸を歩く

枚方市駅⇒淀川堤防⇒樟葉駅

8/5/97

14

15 船橋川緑道をゆく

樟葉駅⇒船橋川緑道⇒洞ヶ峠緑道

9/2/97

50

16 実りの秋、交野を歩く

郡津駅⇒機物神社⇒藤阪駅

10/7/97

56

17 枚方野外活動センターへ

津田駅⇒源氏の滝⇒野外活動センター

11/4/97

56

18 秋色の交野を歩く

交野市駅⇒天の川⇒星田妙見⇒私市駅

12/2/97

55

19 岩清水八幡宮へ初詣

樟葉駅⇒岩清水八幡宮⇒八幡市駅

1/6/98

65

2/3/98

69

3/3/98

83

4/7/98

85

5/8/98

68

6/2/98

49

4

穂谷川緑道から山田池公
園へ

穂谷川緑道から山田池公
園へ

枚方市駅⇒意賀美神社⇒さだ神社⇒香
里園駅
郡津駅⇒逢合橋⇒スポーツレクセン⇒
私市駅
八幡市駅⇒背割桜⇒淀⇒大倉酒造⇒中
書島駅
枚方市駅⇒枚方大橋⇒光善寺⇒香里園
駅
牧野駅⇒片埜神社⇒穂谷川緑道⇒山田
池公園⇒穂谷川緑道⇒藤阪駅

25 天の川伝説の地を訪ねる

津田駅⇒機物神社⇒逢合橋⇒交野市駅

7/7/98

71

枚方市駅⇒淀川堤防⇒樟葉駅

8/4/98

63

くろんど園地〜かいがけ
27
の道

私市駅⇒尺治谷⇒月輪滝⇒すいれん池
⇒くろんど園地⇒キャンプ場⇒かいが
けの道⇒住吉神社⇒河内磐船駅

9/1/98

75

28 寝屋川河川敷公園をゆく

寝屋川市駅⇒寝屋川⇒河川敷公園⇒枚
方市駅

10/6/98

86

20 枚方を歩く
21 交野を歩く
22 背割り桜を見る
23 枚方河川敷公園を歩く
24

26

6

たそがれの淀川左岸を歩
く

回.

コース名

開催日

人員

大久保駅⇒名木川遊歩道⇒植物公園・
太陽ヶ丘運動公園⇒紅葉谷⇒天ヶ瀬吊
り橋⇒宇治駅

11/6/98

82

枚方市駅⇒牧野車塚古墳⇒日置神社

12/1/98

95

1/5/99

104

2/2/99

97

3/2/99

115

4/6/99

90

5/7/99

110

6/1/99

103

7/6/99

126

8/3/99

91

雨天のため伏見稲荷で解散

9/7/99

98

牧野駅⇒片埜神社⇒穂谷川緑道⇒山田
池公園⇒穂谷川緑道⇒藤阪駅

10/5/99

93

41 京都北白川をゆく

出町柳駅⇒一乗寺⇒曼殊院⇒修学院駅

11/2/99

103

42 室池園地へ

四條畷駅⇒室池園地⇒四條畷駅

12/7/99

86

1/7/00

94

2/1/00

104

3/7/00

111

4/4/00

116

5/9/00

105

6/6/00

123

7/4/00

108

8/1/00

85

太陽が丘公園から紅葉谷
29
へ
30

枚方牧野車塚古墳を訪ね
る

31 下鴨神社へ初詣
32 交野ヶ原の山すそをゆく
33 宇治天ケ瀬を訪ねる
34 大阪城公園
35 王仁公園から津田へ
36

くろんど園地〜かいがけ
の道

37

万博公園からアサヒビー
ル

38 天野川緑道を夕涼み
39 伏見稲荷から五条へ
40

43

穂谷川緑道から山田池公
園へ

城南宮から鳥羽伏見の古
戦跡へ

44 京阪奈学研都市を訪問
45

大阪歴史街道上町台地を
ゆく

46 友呂岐緑道のお花見
47

渚院跡から高度下水処理
場へ

48 三室戸寺から万福寺へ
天ケ瀬ダムから森林植物
園
淀川堤防のたそがれ
50
ウォーク
49

行

程

出町柳駅⇒下鴨神社⇒植物園⇒上賀茂
神社
星田駅⇒山根街道⇒寝屋川公園⇒東寝
屋川駅
宇治駅⇒天ケ瀬⇒仏徳山
京橋駅⇒大阪城公園（雨天のため途中
中止 ) ⇒天満橋駅
長尾駅⇒正俊寺⇒伝王仁墓⇒旧田中家
鋳物民俗資料館⇒王仁公園⇒地蔵池⇒
津田駅
私市駅⇒尺治谷⇒月輪滝⇒すいれん池
⇒くろんど池⇒獅子ヶ丘⇒河内森駅
万博公園駅⇒万博記念公園⇒阪急山田
駅⇒阪急吹田駅⇒アサヒビール⇒吹田
駅
私市駅⇒天の川緑道⇒逢合橋⇒藤田川
出合⇒枚方市駅

丹波橋駅⇒近衛天皇陵⇒鳥羽天皇陵⇒
北向不動尊⇒城南宮⇒鳥羽離宮跡⇒丹
波橋駅
高の原駅⇒松下資料館⇒学研都市⇒記
念公園⇒新祝園駅
天王寺駅⇒四天王寺⇒高津神社⇒近松
門左衛門墓⇒聖マリア大聖堂⇒難波宮
跡⇒大阪城公園⇒京橋駅
萱島駅⇒友呂岐緑道⇒太間浄水場⇒河
川敷公園⇒香里園駅
枚方市駅⇒京街道⇒渚の院⇒牧野駅⇒
渚下水処理場⇒御殿山駅
宇治駅⇒宇治神社⇒志津川沿い⇒三室
戸寺⇒万福寺駅
宇治駅⇒宇治神社⇒興聖寺⇒天ケ瀬ダ
ム⇒森林公園⇒宇治駅
樟葉駅⇒淀川堤防⇒枚方市駅

7

回

コース名

51 京田辺・大住周辺
52 秋の淀川左岸をゆく
53

琵琶湖疎水道を山科へ歩
く

54 桃山御陵から伏見港へ
55 平安神宮、清水寺へ初詣
56 八幡の椿めぐり
57

青谷梅林の観梅と山背古
道を行く

58 花の交野妙見へ
59

西三荘ゆとりの道から花
博記念公園へ

60 伏見稲荷から五条へ
61

万博公園からアサヒビー
ル

62

免除川沿いをたそがれ
ウォーク

63

サントリーから長岡天神
へ

64 郡津から寝屋川公園へ
65

南禅寺から哲学の道、吉
田山へ

66 枚方の大学周辺散策
67 賀茂大社の初詣
8

行

程

松井山手駅⇒虚空蔵尊⇒中心山荘⇒大
住駅⇒天津神社⇒大住車塚古墳⇒月読
神社⇒松井山手駅
枚方市駅⇒意賀美神社⇒淀川河川公園
⇒淡水魚試験場⇒香里園駅
三条駅⇒鴨川河川敷⇒南禅寺⇒水路閣
⇒七福思案処⇒永興寺付近の公園⇒山
科駅
丹波橋駅⇒御香宮神社⇒伏見桃山陵⇒
東陵⇒乃木神社⇒観月橋⇒伏見港公園
⇒大倉記念館⇒中書島駅
三条駅⇒平安神宮⇒南禅寺前⇒知恩院
⇒丸山公園⇒二寧坂⇒産寧坂⇒清水寺
⇒京阪五条駅
八幡市駅⇒八幡市役所⇒常昌院⇒椿め
ぐり⇒水月寺⇒樟葉駅
近鉄新田辺駅⇒山城大橋⇒城陽酒造⇒
青谷梅林⇒森山遺跡⇒鴻ノ巣山運動公
園⇒寺田駅
私市駅⇒星の里いわふね⇒ピトンの小
屋⇒星のブランコ⇒やまびこ広場⇒妙
見坂の桜⇒私市駅
西三荘駅⇒西三荘ゆとりの道⇒花博記
念公園⇒風車の丘⇒鶴見新山⇒大池⇒
花の谷⇒中央口
伏見稲荷駅⇒稲荷大社⇒泉湧寺⇒豊国
廟⇒清水寺⇒五条駅
万博公園駅⇒万博記念公園⇒阪急山田
駅⇒阪急吹田駅⇒アサヒビール⇒吹田
駅
河内磐船駅⇒私部公園⇒住吉神社⇒旧
代官屋敷⇒免除川遊歩道⇒郡津駅⇒天
野川遊歩道⇒枚方市駅
阪急大山崎駅⇒離宮八幡宮⇒サント
リー山崎工場⇒山崎聖天⇒長岡天満宮
⇒阪急長岡天神駅
郡津駅⇒新天の川橋⇒本尊掛け松⇒寝
屋長者屋敷跡⇒寝屋川公園⇒東寝屋川
駅
地下鉄蹴上駅⇒インクライン⇒南禅寺
⇒哲学の道⇒銀閣寺⇒吉田山⇒真如堂
⇒金戒光明寺⇒平安神宮⇒三条駅
樟葉駅⇒大阪歯大⇒関西医大⇒歯大牧
野⇒外大片鉾⇒車塚古墳⇒外大中宮⇒
禁野火薬庫跡⇒枚方市駅
出町柳駅⇒下鴨神社⇒上賀茂神社⇒太
田神社⇒深泥池⇒円通寺⇒長代川遊歩
道⇒国際会館駅

開催日

人員

9/5/00

118

10/3/00

119

11/7/00

115

12/5/00

146

1/9/01

99

2/6/01

49

3/6/01

125

4/3/01

118

5/1/01

124

6/5/01

113

7/3/01

111

8/7/01

93

9/4/01

135

10/2/01

129

11/6/01

106

12/4/01

110

1/9/02

117

回

コース名

68

北野天満宮に梅の香を訪
ねて

69

新ＮＨＫ会館から大阪城
梅林へ

70 桜の摂津峡へ

行
程
二条駅⇒北野天満宮⇒平野神社→きぬ
かけの路⇒仁和寺⇒すりばち池公園⇒
広沢池⇒嵯峨嵐山駅

開催日

人員

2/5/02

150

天満橋駅⇒北大江公園⇒新ＮＨＫ会館
⇒大阪城公園⇒大阪城梅林⇒京橋駅

3/5/02

147

高槻駅⇒上の口⇒白滝⇒摂津峡公園⇒
下の口⇒あくあぴあ芥川⇒高槻駅

4/2/02

146

71

くろんど園地から傍示の
道へ

私市駅⇒尺治谷⇒月輪滝⇒すいれん池
⇒くろんど園地⇒傍示の道⇒河内森駅

5/7/02

139

72

穂谷川緑道から山田池公
園へ

牧野駅⇒片埜神社⇒穂谷川緑道⇒山田
池公園⇒穂谷川緑道⇒藤阪駅

6/4/02

153

7/2/02

131

8/6/02

105

9/3/02

143

10/1/02

38

11/5/02

145

12/3/02

142

1/7/03

128

2/4/03

137

3/4/03

139

4/1/03

110

5/6/03

140

6/3/03

143

太陽が丘公園から紅葉谷
73
へ
74

たそがれウォーク友呂岐
緑道

75

天王山からサントリー
ビール工場

76 津田から河内磐船へ
77

南禅寺から哲学の道、吉
田山へ

78

ふるさと香里団地の公園
めぐり

79 枚方の初詣と河川敷公園
80 高槻・西国街道方面
81 北野天満宮から大徳寺へ
82 星の里・交野の森を歩く
83 忍ヶ丘から花博記念公園
へ
84 木津川堤防から流れ橋を
渡って

大久保駅⇒名木川遊歩道⇒植物公園・
太陽ヶ丘運動公園⇒紅葉谷⇒天瀬吊り
橋⇒宇治駅
萱島駅⇒友呂岐緑道（友呂岐水路）⇒
寝屋川駅西⇒グリーンシティ⇒香里園
駅
阪急大山崎駅⇒離宮八幡宮⇒宝積寺⇒
天王山展望台⇒山崎聖天⇒サントリー
京都工場⇒淀駅
津田駅⇒古墳塚⇒倉治公園⇒機物神社
⇒交野市総合体育施設スタードーム⇒
河内磐船駅（雨天変更）
三条駅⇒南禅寺⇒哲学の道⇒銀閣寺⇒
吉田山⇒真如堂⇒金戒光明寺⇒平安神
宮⇒三条駅
枚方公園駅⇒香里団地公園めぐり⇒
桑ヶ谷バス停
枚方市駅⇒意賀美神社⇒淀川河川公園
⇒京阪光善寺駅⇒さだ天満宮⇒光善寺
駅・香里園駅
阪急高槻市駅⇒高槻城跡公園⇒芥川河
川公園⇒島上郡衙址⇒今城塚古墳⇒埴
輪工場公園⇒摂津富田駅
二条駅⇒北野天満宮⇒金閣寺前⇒船岡
山公園⇒大徳寺⇒地下鉄烏丸北大路駅
⇒鴨川⇒出町柳駅
私市駅⇒ピトンの小屋 ⇒星のブラン
コ⇒やまびこ広場⇒星田妙見宮⇒妙見
坂の桜⇒星田寺⇒河内森駅
忍ヶ丘駅⇒忍陵神社⇒南寝屋川公園⇒
弁天池公園⇒門真団地⇒三島神社⇒花
博記念公園⇒守口市駅
八幡市駅⇒木津川堤防⇒四季彩館⇒八
幡市民スポーツ公園⇒流れ橋⇒桜づつ
み⇒水主神社⇒富野荘駅

9

回

コース名

85 雨の交野界隈の散策
86

たそがれウオーク・香里
団地

87

万博公園からアサヒビー
ル

88 古都奈良の秋をたずねて
89 天保山から新夕陽ケ丘へ
90 桃山御陵から伏見港へ
91 長居公園〜住吉大社初詣
92

くろんど園地〜かいがけ
の道

93

穂谷川緑道から山田池公
園へ

94

琵琶湖疎水道を山科へ歩
く

95

宇治川左岸を天ケ瀬ダム
へ

96 新緑の鞍馬・貴船方面
97

交野
く

七夕伝説の地を歩

98 黄昏ウｵーク 淀川堤防
99 天王山からサントリーへ
100 津田駅から王仁公園

10

行程
郡津駅⇒免除川沿い⇒代官屋敷⇒住吉
神社⇒いきいきランド交野⇒河内磐船
駅（雨天変更）
郡津駅⇒藤田橋⇒香里団地けやき通り
⇒ 香里ヶ丘中央公園⇒菅相塚町⇒香
里園駅
万博公園駅⇒万博記念公園⇒阪急山田
駅⇒阪急吹田駅⇒アサヒビール⇒吹田
駅
奈良駅⇒猿沢池⇒ならまち⇒元興寺⇒
十輪院⇒大乗院⇒浮見堂⇒春日大社⇒
若草山⇒二月堂
大阪港駅⇒天保山公園⇒渡船⇒此花大
橋⇒舞洲シーサイドプロムナード⇒新
夕陽ケ丘⇒西九条駅
丹波橋駅⇒桓武天皇陵⇒北堀公園⇒伏
見桃山陵⇒観月橋⇒伏見港公園⇒カッ
パカントリー⇒大倉記念館⇒中書島駅
地下鉄長居駅⇒長居公園⇒長居植物園
⇒生根神社⇒大海神社⇒住吉大社⇒住
吉公園⇒高灯籠⇒住吉大社駅
私市駅⇒尺治谷⇒月輪滝⇒すいれん池
⇒くろんど園地⇒キャンプ場⇒かいが
けの道⇒住吉神社⇒河内磐船駅
牧野駅⇒片埜神社⇒穂谷川緑道⇒山田
池公園⇒穂谷川緑道⇒藤阪駅
三条駅⇒鴨川河川敷⇒南禅寺⇒水路閣
⇒七福思案処⇒永興寺付近の公園⇒山
科駅
宇治駅⇒宇治川左岸⇒天ケ瀬ダム⇒宇
治神社⇒宇治駅
出町柳駅⇒叡電鞍馬駅⇒由岐神社⇒四
脚門⇒鞍馬寺⇒大杉権現社⇒奥の院⇒
魔王殿⇒貴船神社⇒叡電貴船口駅
郡津駅前⇒免除川沿い緑道⇒旧代官屋
敷⇒住吉神社⇒機物神社⇒倉治公園⇒
神宮寺ぶどう畑⇒河内磐船駅
樟葉駅前⇒楠葉橋⇒船橋川河口⇒淀川
左岸堤防⇒穂谷川河口⇒渚下水処理場
横⇒天の川河口⇒枚方市駅
阪急大山崎駅前⇒離宮八幡宮⇒宝積寺
⇒青木葉谷広場⇒山崎聖天宮⇒⇒サン
トリー山崎醸造所 ⇒ JR 大山崎駅
津田駅⇒地蔵池⇒藤坂⇒王仁公園⇒長
尾駅

開催日

人員

7/1/03

62

8/5/03

94

9/2/03

129

10/7/03

126

11/4/03

121

12/2/03

144

1/6/04

147

2/3/04

126

3/2/04

155

4/6/04

141

5/4/04

40

6/1/04

130

7/6/04

109

8/3/04

94

9/7/04

91

10/5/04

62

会員が選んだベストコース（月別）
世界遺産・賀茂社への初詣

（１月）

くらわん会の初詣は、平安神宮、枚方の意賀美神社や住吉大社などの、よく知られた
コースに選ばれたのは、やはり京都の下鴨
神社から上賀茂神社への雅で洗練された
コースであった。このコースは世界文化遺
産に登録されている下鴨、上賀茂の両神社
に初詣をし、洛北の山里を歩いて国際会議
場までの、いかにも新春の京都らしい風物
のなかをそぞろ歩く雅なコースである。

太古の面影を伝える糺の森

お馴染みのところへ行っているが、ベスト

出発は京阪出町柳駅。河合橋を渡って
高野川を越えると、目の前に黒々とした森
である。この深い森の参道を行くと、やが
て下鴨神社に入ってくる。平安京以前から
栄えたという京都でも最も古い神社の一つ
で、正式には賀茂御祖（みおや）神社とい
う。国宝の本殿、多くの重要文化財の社殿

下鴨神社の豪華な山門

が見えてくる。太古の面影を伝える糺の森

などが建ち並ぶ中、一行は新春の気も新た
にお参りをする。
き、出雲路橋から鴨川の左岸の遊歩道を歩
く。よく整備された道で京都市民の散策
コースであり、ジョギングやウォーキング
をする人に行き交う。朝方は雪がちらほら
していたが、川べりに出るころには、穏や
かに晴れ上がり、川面にはユリカモメや鷺
が羽を休め、陽光がキラキラと水面を照ら

陽光が輝く鴨川の左岸を歩く

下鴨神社を左に抜け、東鞍馬口通りを行

している。右手に京都府立植物園を見なが
工場が並ぶ路地を行くと上賀茂神社が見
えてきた。
一の鳥居をくぐり、二の鳥居までは、
競馬などの五穀豊穣の神事が行われる開
放的な芝生に覆われ、白砂の参道を行く
と、本殿、社殿が建ち並ぶ神域に入って
くる。

競馬などの神事が行われる芝生

らさらに進み、上賀茂橋から漬物の老舗

神域には川が流れ、古木が交錯し、国宝
11

神の降り立つ所円錐形の立砂

の本殿の前には二つの円錐形の立砂が並
び、神の降り立つ所として神秘的で清浄な
雰囲気がある。
この上賀茂神社、正式には賀茂別雷（わ
けいかづち）神社で古代、山城の豪族賀茂
氏の氏神として知られる神社である。今年
は春からこの古から栄えた二つの神社に初
詣をし何かいいことがありそうな気にな
る。一行は暖かい陽光の下、芝生でお弁当

山裾の竹林の小道に洛北の風情

を食べる。
右手の森にある曲水の宴の復活のため
に造られた渉渓園を抜け、二葉姫稲荷神
社の参道を登り、山裾の土塀が続く道を
行くと、森の中にひっそりと佇む大田神
社に行き着く。祭神は天鈿女命と猿田彦
命を祀っており、延喜式内の古社で縁結
びでも有名である。
また、5 月中頃には野生の杜若（カキツ

氷河期から残る高層湿原の深泥池

バタ）で知られた大田の沢が鳥居横にあ
る。大田神社の左の小道を登り、上賀茂
本山の山裾の竹林の小道を歩いていくと、
しっとりとした洛北の風情が感じられ、
新春の京都をこうして歩ける幸せに浸る。
深泥池にやってきた。低地には珍しい
氷河期から残る高層湿原の池で天然記念
物に指定されている。今は水草も枯れて
いるが、枯れススキがぼうぼうと生えて
おり、浮島も所々見られ、珍しい動植物

遊歩道の対岸にプリンスホテル

の宝庫である。
車の多い深泥池横の道を避け、元に戻っ
て上賀茂の山間を抜ける急坂を越えると、
比叡山を借景にした見事な庭園で有名な
円通寺に出る。円通寺前に抜ける小道を
行き、目の前に比叡山を望みながら洛北
の田園地帯のあぜ道を歩く。今、人気ブ
ランドになっている京野菜のふるさとで
ある。

岩倉の住宅街に入り長代川沿いの遊歩道を行くと、対岸には宝ヶ池プリンスホテルがあ
り、宝ヶ池通りを越えて地下鉄国際会館駅で解散をした。
第 31 回
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1999 年 1 月 5 日、 第 67 回

2002 年 1 月 9 日

（石田富雄記）

＜行程＞
出町柳駅→下鴨神社→出雲路橋→上賀茂神社→二葉姫稲荷神社→太田神社→深泥池→円
通寺→栗栖野瓦窯跡→長代川遊歩道→地下鉄国際会館駅 8km
13

梅の香を訪ねて北野天満宮から大徳寺へ

（2 月）

くらわん会の観梅といえば、大阪城公園の梅林、青谷
梅林、地元では山田池公園の梅林、万年寺山の梅林など
を訪ねたが、なんと言っても歴史と気品で群を抜くのが
京都北野天満宮の梅である。3 月初めが見頃だが、2 月で
も早咲きの紅梅は梅の香を漂わせている。取材は 3 月の
ものである。
弥生の月、ひなまつりも過ぎ春の息吹がすぐそこまで
来ているというのに、昨日からの春の嵐の後に冬が戻っ
てきた。時折り小雪が舞い散る京の町を梅の香を訪ねて
北野天満宮へ、古戦場の船岡山公園から千利休ゆかりの
お 寺、 大 徳 寺
を訪れた。
北野天満宮一の鳥居

境内に五十種約二千本の梅

地下鉄二条駅で降り、ＪＲ二条駅前の広
場に集合した。3 月とはいえ北風は真冬の
寒さだが、日射しはさすがに春の暖かさで
日溜まりは暖かい。千本通りから、ＪＲ嵯
峨野線の高架沿いに歩き、右に折れて丸太

菅原道真公の額が掲げてある楼門

町通りに向かう途中に、平安宮内で主とし
て天皇の饗宴に使われた豊楽（ぶらく）殿
址がある。豊楽殿址とはいっても、今は碑
が残るだけで空き地を金網が取り囲んでい
る。丸太町通りに入ったところで、雪が降
り出したが、御前通りを進み天満宮に近づ
いた頃、幸いにも明るい日射しが戻ってき
た。
「天神さん」は受験生の合格祈願や、梅

﹃天満宮﹄の勃額を掲げてある中門

の名所で知られている。北野天満宮は村上
天皇天暦元年 (947)、菅原道真公の御霊を
鎮めるために創建された神社で、御祭神菅
公の祥月命日の 2 月 25 日には約 900 年も
の古い歴史を持つ梅花祭が行われる。一の
鳥居をくぐり参道を行くと二の鳥居があ
り、左手に梅苑がある。続いて文道の大祖・
風月の本主「菅原道真公」の額が掲げて
ある楼門があり、後西天皇御宸筆『天満
宮』の勅額を掲げてある中門（重文）に
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がある。この門には、梁間に日輪、月輪、
三日月の 三つの光を象徴する彫刻があり
三光門と呼ばれている。
荘厳な本殿、社殿などは国宝で、豊臣秀
頼が慶長 12 年に寄進したもので、檜皮葺
で本殿と拝殿が相の間で繋がり左右に入
母屋造りの楽之間が隣接、多数の屋根が寄
り集まった八棟造りで、随所に華麗な花鳥

境内のあちこちにある撫で牛と梅の香

は桃山風の装飾彫刻を施された四脚唐門

や人物や動物の彫刻が見られる。
主

なしとて春を忘るな」と詠まれた菅原道
真公は、ことのほか梅を愛され、北野天
満宮には約 2 万坪の境内に 50 種約 2,000
本（境内・梅苑各 1,000 本ずつ）の梅があ
る。

境内のあちこちにある撫で牛の像

は、菅原道真公が亡くなられたのが丑の

荘厳な本殿︑社殿などは国宝

「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花

年、丑の日、丑の刻というところから奉
納されたもので、「撫でた箇所に御利益が
痛む場所を撫でれば、回復すると信じられ
ている。平日であったが受験生や親らしき
人の姿も見られた。しばしの休憩と参拝、
梅の香を楽しんだ後、北門を出て近くの平
野神社に立ち寄る。この神社は西暦 794 年
の建立であるが、独特の桧皮葺きの屋根と
鬱蒼とした木々が見事である。

に向かった。金閣寺道を右に折れ北大路を
東に向かって進むと、右手に船岡山公園が
見えてくる。海抜 112m の小高い丘は、枕
草子などにも詠み込まれているように古
来から王朝貴族の遊宴の地であったが、平
安中期以降は葬送の地となり、応仁の乱や
永正の京都争奪戦の古戦場となった。現在
では公園になっており、この丘からは京都

左大文字を見ながら西大路を行く

左大文字を左前に見ながら西大路を北

独特の桧皮葺きの平野神社

ある」といわれ、頭が良くなるほか、体が

五山の送り火が全て観覧できる。
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この公園で昼食休憩をとったが、雲の切れ
雪雲の切れ間に比叡山が覗く

間から雪の比叡山山頂や火床が雪文字に
なった東山大文字が顔を出してくれた。
船岡山公園から北大路を横切ると臨済宗
大徳派総本山の大徳寺の広い境内に入る。
鎌倉末期の元応元年 (1319) に禅林の双璧と
称された大燈国師によって創建された。そ
れ以後、政治権力の流れと深くかかわり
あってきたお寺で、花園上皇、足利政権、
信長、秀吉と権力者が変わるたびに ｢ 五

古戦場だった船岡山公園

山 ｣ に列せられたり、｢ 十刹 ｣ からも外さ
れたり、菩提寺として遇せられたり、その
評価が著しく上下したお寺で、紫野の一角
５万坪の敷地に 22 もの塔頭を持つ、洛北
随一の大寺院だ。
秀吉が信長の葬儀を執り行った総見院や
細川忠興とガラシャ夫人を祀った高桐院な
ど多くの塔頭がある。とんちでお馴染みの
一休和尚や、沢庵和尚が住まわれたところ
で、茶道の千利休ゆかりのお寺でもあり、

大徳寺の金毛閣

利休がそれまであった唐様山門の上に「金
毛閣」を造り、自分の木像を置いたため
に、秀吉の怒りに触れ切腹を命じられたと
いう。
大徳寺南門を出て北大路を東に歩き、大
きなバスターミナルとなっている地下鉄北
大路駅で一次解散した。約半数のメンバー

は、さらに北大路橋から鴨川右岸を出町柳
雪の鴨川右岸を出町柳へ

に向かったが、ひととき激しい雪にみまわ
れてロマンティックな雰囲気を味わうこと
が出来た。早春の変わりやすい天候の中、
洛北の情緒を余すところなく感じ取れた
コースだった。
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（冨田朝己記）

第 68 回

2002 年 2 月 5 日

第 81 回

2003 年 3 月 4 日

＜行程＞
ＪＲ二条駅⇒千本通⇒平安宮豊楽殿跡⇒丸太町通⇒御前通⇒北野天満宮⇒平野神社⇒西
大路⇒金閣寺前⇒北大路⇒船岡山公園 ( 昼食休憩 ) ⇒大徳寺⇒地下鉄北大路駅（一次解散）
約 7.5km ⇒鴨川、北大路橋⇒出町橋⇒出町柳駅 約 9.5km
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万年寺山から光善寺、さだ神社へ

（3 月）

枚方にもささやかだが梅林があり、歴史の町並みがある。枚方市駅に程近い万年寺山の
梅を訪ね、枚方宿の京街道を抜けて淀川河川敷公園へ、水面回廊から再び河川敷へ、蓮如
が歴史を作った光善寺を経て、さだ神社を訪ねる。枚方の早春を訪ねるコースである。
枚方の玄関︑京阪枚方市駅

枚方八景の一つ「万年寺山の緑陰」は
京阪枚方市駅のすぐ南西にあるこんもり
と常緑樹の茂る丘である。枚方市駅から
大阪方面に向かって数分歩き、別子山址
のカトリック教会を左に見て少し坂道を
登ると、崖際にそそり立つ大木が目に付
く。大阪府の天然記念物に指定されてい
る椋の木は、河内の鋳物師として代々鋳
物業を営んできた田中家の工場の横に
あった大木で、その葉は鋳物の磨き出し

旧田中家址にある大椋の木

に使われていた。樹齢 600 〜 700 年と言
われ、幹周り約５ｍもあり、天空に堂々
とその枝を広げており、参加者は、その
威風を見上げたり、胴回りに近づいてそ
の大きさを確かめていた。
森繁久弥氏の生家跡といわれる大きな
屋敷の前を通り過ぎると、万年寺山周回
道に出てすぐに意賀美神社に着く。この

椋の木はこの丘から歴史を見てきた

神社は淀川を一望できる小高い山の上に
あり、言い伝えによると、その昔、推古
天皇の時、高麗の僧恵灌が、この地の風
景の勝れているのを愛で、山の木立や川
の流れが唐の林岸江に似ているとして、
草庵を建て、万年寺としたのが始まりで、
一千年余りの法灯を伝えてきました。明
治の神仏分離令でとりはらわれ、その跡
に式内意賀美神社（おかみ）は明治 42 年
枚方八景の一つ
歴史深い万年寺山
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古来交通の要衝に万年寺山古墳が

万年寺址に建った式内意賀美神社

岡の日吉神社を合祀して現在の所に移された。
表参道の石段横の二の鳥居の左側に長松山万年寺
と刻む石標と先の崩れた十三重の石塔がある。万年
寺の本尊などは、枚方宿の浄念寺に保管されている。
万年寺山は枚方小学校の校庭として使われていた
時、古墳の発掘調査がされている。この古墳からは
８面の青銅鏡が出土し、現在は東大理学部人類学教
室に保管されている。
ほのかな梅の香りが、未だ肌寒い淀川越しの風に
乗って漂ってくる。神社参道脇の一段低いところに
ある意賀美梅林には約百本ほどの紅梅、白梅が香り

先端が崩れた十三重の塔と長松山万年寺の碑

（1909 年）に伊加賀の意賀美神社、三矢の須賀神社、

高く花を咲かせている。この梅林は、25
市民に親しまれている。梅林の西に突き出
た丘が、秀吉の茶屋御殿址で淀川や枚方宿
が一望できる。
万年寺山を下って、京阪高架下を潜ると
枚方宿の時代からの老舗・塩熊商店があり、
すぐ横にミニ公園になっている枚方宿の本

意賀美梅林には百本ほどの梅

年ほど前に植えられたもので立派に成長し

陣跡に出る。京街道をさらに西に行くと蓮
で街道は枡形に曲がり右に行くと泥町か
ら堤町へと古い町家が点在する。
堤町にある復元された船宿「鍵屋」の
母屋は、三十石船の船待ち宿として栄え
ていたもので、武家屋敷構えの玄関を持
つ鍵屋別館とともに、枚方市立の資料館
として枚方宿の当時の人々の暮らしや雰
囲気を伝えています。

枚方宿の船宿鍵屋は市の資料館に

如の弟子が建てた浄土真宗浄念寺で、ここ

19

京街道西見附で右折し桜町信号に出ると、信号横にある郵便屋の渡し跡の記念碑がある。
明治時代ここから鉄道が開通していた対岸に郵便物を運んだ大塚の渡し址だ。
旧一号線を越え淀川河川公園の三矢地区
る。再び桜町の信号を渡って一旦淀川を離
れ、水面回廊に到着して小休止をした。こ
こには、以前この近くで淀川の水を取水し、
北河内一帯の田畑を潤したり、水害を防い
だ合同樋門の記念碑がある。今はよく整備
された公園になり、三十石舟を模した小舟

治水用合同樋の記念水面回廊

に出て、よく整備された水辺公園を散策す

が配置されて風情を醸し出している。
マンションが聳え立つ西禁野のスーパー
木が復元されようとしている。少し下流の
河川公園出口地区の広大な河川敷広場で、
明るい日差しの下で昼食休憩をとった。
午後は、蓮如上人が創設した光善寺近く
の昔ながらの街道を進み、国道一号線の地
下道を潜り抜け、京阪光善寺駅の跨線橋を
越えて、これまた由緒深いさだ天満宮に到

スーパー堤防横の河川敷を行く

堤防に出ると、まだ小さいが京街道の松並

着、お参りをする。
この神社は、菅原道真公が 太宰府に御
望み名残惜しまれた所からこの地を菅相塚
と称し、都に残った菅公のご息女苅谷姫が
別れを惜しみ跡を追ってこの地までこられ
たが逢えず悲嘆足摺された旧跡です。境内
の、おみくじを結んだ紅梅も香り高く咲い
ていた。本日の例会はここで解散、京阪の

蓮如上人布教の拠点光善寺

左遷の途中この山にて休息 京の都の方を

光善寺駅や香里園駅に向かった。
（杉浦義次記）
1996 年 6 月 7 日

第 20 回

1998 年 2 月 3 日

第 23 回

1998 年 5 月 8 日

第 52 回

2000 年 10 月 3 日

第 79 回

2003 年 1 月 7 日
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菅相塚にさだ神社がある

第 1回

＜行程＞
枚方市駅⇒旧田中家址の椋の木⇒意賀美神社⇒三矢公園（枚方宿・本陣跡）⇒京街道⇒浄
念寺⇒鍵屋資料館⇒桜町信号（大塚・渡し場跡）⇒淀川河川公園（三矢地区）⇒水面回廊
⇒スーパー堤防⇒淀川河川公園（出口地区）⇒光善寺⇒京阪光善寺駅⇒さだ天満宮⇒香里
園駅 約 7 ｋｍ
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琵琶湖疎水沿いを山科へ観桜

（4 月）

くらわん会の観桜は、桜の名所摂津峡、
新緑の柳︑鴨川河川敷を出発

大阪城公園、八幡の背割桜、近隣では交野
妙見の桜、牧野公園の桜、友呂岐緑道の桜
など様々に楽しんできた。何といっても周
囲の歴史的な風情と花筏が流れる琵琶湖疎
水沿いの桜は見ごたえがある。よく晴れた
青空と満開の桜のもと、琵琶湖疎水沿いに
花吹雪と花筏を楽しみながら山科まで歩い
た。

赤煉瓦の夷川発電所が疎水に映える

京阪三条駅の⑫番出口を出て御池大橋の
たもとから鴨川河川敷に下り、河川敷の広
場に元気な老々男女が集合した。出発に先
立って、今秋に 100 回を迎える「くらわん
会」の記念行事の説明があり、会の歴史を
感じながら柳の新緑が燃え始めた鴨川河川
敷を出発する。
二条大橋をくぐり、途中の田辺小橋の手

疎水にそって右折し二条通りを横切る

前を川端通りへ上り、冷泉通りの琵琶湖疎

水沿いの緑道を岡崎方面に向かって進む。
疎水沿いの桜は満開で時折り吹く風にあお
られて花びらが舞い、一行の頭上を花吹雪
が舞い、「きれいやなぁ！」と言う、感嘆
の声が聞こえる。途中、大正３年（1914）
に建設され今も現役で活躍する関西電力夷
川発電所（認可出力 300 ｋＷ）があり、歴
史を刻む赤煉瓦が満々と水を貯えた疎水に
映えて美しい。

仁王門通りには観光スポットが続く

冷泉通りを道なりに進み、疎水にそって

右折し、二条通りを横切り、通りを左折し
て仁王門通りへと出る。この辺りには、京
都会館、勧業館、近代美術館と京都の観光
ポイントが続く。間もなく平安神宮の大鳥
居が目にはいる。橋の上に立つと、平安神
宮の応天門、京都市美術館が見え、疎水に
は 2003 年の京都水フォーラムを記念して始
められたお花見十石舟が花見客を満載で進

22

むのが見える。お花見十石舟は琵琶湖疎水
間を 40 分で往復している。
出発から約 40 分歩いて琵琶湖疎水記念
館に到着。記念館は京都に水道と電力を供
給した明治の大事業である琵琶湖疏水の
意義を知ってもらうため、平成元年８月１

お花見十石舟が四十分で往復

記念館の横から出発し、夷川発電所までの

日に開館したもので、地上２階、地下１階
の展示室には、建設当時の疏水関連の図面
や絵図，工事に関わった人々の苦労をしの
り、館内の展示を見学のあと南禅寺境内へ
と向かう。南禅寺の門前には名物の「湯豆
腐」の看板が並ぶ。
南禅寺は正応 4 年 (1291)、亀山上皇が離宮
を大明国師に与えて禅寺に改めたのが起

疎水記念館に向かう

ばせる資料を展示している。小休止をと

こりで、京都五山の上に位置したという格
式の高さを誇っている。
境内には、歌舞伎「楼門五三桐」で石川
見得を切る舞台となった三門がある。こ
の三門は、2 層からなる高さ 22 ｍの壮大
な楼門で、その門前に建つ石燈篭も高さ 6
ｍを誇り、日本一大きいことで知られて
いる。国宝大方丈庭園など、日本を代表
する見事な庭園の数々がある。巨大な三
門を左に見て進み、レンガ造りの水路閣

南禅寺門前には湯豆腐の看板が

五右衛門が「絶景かな、絶景かな」と大

（水道アーチ橋）の下を抜け、高徳庵 ( 最
勝院 ) の横を東山の山道にかかる。

り、さすがに行き交う人も少なくなる。急
な坂道を七福思案処の峠へとゆっくりと
進む。七福思案処は五叉路になっており左
へ登ると大文字山へと続き、右に行くと日
向大神宮から蹴上に降りる。この峠で急坂

日本一の三門を左に見て

華やかな市中から一気に山深い趣にな

を登って一汗かいた体を休める。記念館か
ら峠までは３０分ぐらいである。
23

煉瓦造りのアーチ水路閣を抜けて

全員が揃ったところで山科側への山道
を下る。途中、急坂があるので杖がある
とたすかる。二つの丸木橋を渡り、右に
下ってゆくと峠から約 20 分程で広場に出
る。広場は公園になっており、ベンチも
多く、便所もある。永興寺はすぐ前である。
公園は疎水のそばにあり、それぞれ思い
思いの場所で弁当をひろげる。
昼食後は、疎水沿いをを天智天皇陵を

右手にみて、満々と湛えた水面をいきおい
七福思案処の峠で休憩

良く流れる美しい花筏を眺めながら満開
の桜の下を諸羽神社まで歩く。諸羽神社ま
での道は約 3 ｋｍ、遊歩道になっていて途
中、散歩やジョギングの人達と出会う。諸
羽神社の境内で解散。
ここから山科駅までは約 10 分であり、
山科にはＪＲ，京阪電鉄、地下鉄東西線の
駅がある。三々五々と歩き帰路に着く。

二つの丸木橋を渡り右に下ってゆく

永興寺近くの公園で昼食休憩
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一山越えて一汗をかきたい人はこの
コース、少し軽くという方は三条側と山
科側を個々に訪ねるのもよい、そんなコー
スである。
（高橋
第 53 回

2000 年 11 月 7 日

第 94 回

2003 年 4 月 6 日

保記）

天智天皇陵を右に見て花筏流れる疎水を行く

＜行程＞
三条駅⇒鴨川河川敷⇒琵琶湖疎水沿い⇒夷川発電所⇒琵琶湖疎水記念館⇒南禅寺境内⇒
七福思案処⇒永興寺付近の公園⇒諸羽神社⇒ＪＲ・京阪・地下鉄山科駅
歩行距離：８ｋｍ
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星の里、交野の森を歩く

（5 月）

燃えるような新緑の中で森林浴、星のブ
交野市立﹁星の里いわふね﹂

ランコでわくわくしてみたい方、交野の里
に七夕伝説を訪ねてみたい方集合！ 山小屋
風の私市駅前に集合した仲間は、駅前のコ
ンビニで昼の弁当やお茶などを仕入れ、朝
会を終えて元気良く出発する。駅前の公園
を出てすぐ左に折れてクランク上に進むと
私市小学校に出る。ここを右に曲がって国
道 168 号を越えると、交野市立いわふね自
然の森スポーツ・文化センター「星の里い

府民の森ほしだ園地のゲート

わふね」にでる。ここにはキャンプ場・プ
ラネタリウム、宿泊施設などがそろってい
る。
この前を通り過ぎて、かわぞいの路を磐
船峡に向かって進むと、天の川の水が澄ん
でいてすがすがしい。いったん国道に出る
が、すぐに大阪府民の森ほしだ園地のゲー
トがある。ここから枕木を並べて作ったよ
うな、森林鉄道風歩道橋にさしかかると風
流な水車があり、近くの新緑とよく似合っ

木製の森林鉄道風歩道橋

ておしゃれな風情を醸し出している。
「ほしだ園地」は、平成９年に行われた
２巡目の

なみはや国体

に合わせて立派

に整備された。ほどなく到着したクライミ
ングウオールや「ピトンの小屋」は、ここ
が山岳競技の登はん会場になったために作
られたものだ。小屋の中は、案内所とクラ
イミングウォールの解説展示などがある。
早速テスト用の壁によじ登るお茶目で元気

風流な水車が新緑とよく似合う

な人もいたが、高さ 16.5 ｍの壁は生半可で
は登れない。初心者でも体験できるクライ
ミングゾーンもあるが、利用するには講習
会を受講し、受講済証の交付を受けた人が
いないと許可されない。隣接して立派なト
イレもあり、ここまでのアップダウンで汗
をにじませた一行は、上着を脱いで調節す
るなど、しばし休憩をとる。小屋の周囲の
れんぎょうやつつじの花などに癒され、元
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「星のブラン
コ」は、本日の
コースの大きな
ポイントの巨大
つ り 橋 で あ る。
平成９年に完成
したこの橋は全
長 280 ｍ、最大
地 上 高 50 ｍ と
人道吊橋として

高さ ｍ のクライミングウオール

再び出発する。

早速テスト用の壁によじ登るお茶目で元気な人

気を取り戻して

17

も目的の広場には行けるのだが、高所恐怖
症で渡らない人も多いのでは？との危惧
もあたらず、なんと、ほとんどの人がこの
吊橋を渡る。仲間たちは、さすがに気が若
い。元気良く渡り始めた

元若者

たち

も、橋の中央付近に来て少し揺れが加わる
と真剣な顔になる。橋の上からは、私市カ
ントリーのゴルフコースの緑や、いっせい
できる。
ここから尾根すじの道を少し登ると、や
まびこ広場に着く。子ども連れの団体が若
草山のようななだらかな芝生の丘陵を滑っ
て遊んでいた。親しい仲間同士が思い思い
に座り込んで弁当を広げる。この広場には
トイレも整備されており、ウッドデッキも
しつらえてあって気持ち良く昼食休憩がで

星のブランコは最大級の人道つり橋

に芽吹いて緑を濃くしつつある森が展望

ピトンの小屋は案内所と解説展示

は日本最大級である。この橋を渡らなくて

きる。
ように注意しながら、細い山道を妙見方面
に下る。山間の谷には、うぐいすの鳴き声
が聞こえ、木々の新緑が美しく気持ちのよ
い道筋だ。砂防ダムに溜まった清らかな水
が気持ちを和ませてくれる。下りきった所
に小さな寺院がいくつかあるところを過ぎ

やまびこ広場の芝生の丘陵

午後は、湿った落ち葉に足を取られない

橋を渡ると、とつぜん妙見東の高級住宅街
に出る。
27

バス停を過ぎ、住宅のはずれの調整池から右に入り妙見山の裏道を登る。
大きな二つの石をご神体として北斗七星を祀り、星が降ったと言う星田妙見宮にお参り
して古を偲ぶ。妙見宮の表参道の急な石
細い山道を妙見方面に下る

段を下ると、すぐ近くに細い流れを持つ
登龍の滝がある。この滝壷は、昔、隕石
が落ちたクレーターの跡と言い伝えられ
ている。交野が原の七夕伝説、その昔私
たちのふるさとには、何があり、どんな
営みが行われていたのか、興味の尽きな
いところだ。
松下団地のある妙見坂は、桜の名所と
して４月には多くの人を引きつけるが、

石をご神体として北斗七星を祀る

今はすっかり葉桜へと変わっている。一
行は交野の山のアップダウンや妙見宮の
石段に疲れてしまったのか、妙見坂で座
り込んでしまった。ここで一次解散の予
定だったが、少しの休憩の後、ほぼ全員
が星田寺（しょうでんじ）を訪ねた。こ
の寺には交野市の文化財に指定されてい
る十一面観音像が祀られている。
新緑の中、さわやかなチャレンジ「星
のブランコ」に満足し、交野の山に初夏
の息吹を感じてたっぷりと森林浴に浸っ

星田妙見宮にお参り

た楽しい一日となった。このコースは桜
や新緑の春はもちろん、紅葉の秋にも訪
ねてみたいコースである。
（杉浦義次記）
第 54 回

2001 年 4 月 3 日

第 82 回

2003 年 4 月 1 日

星田寺には十一面観音像が祀られている
妙見坂は桜の名所で賑う
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＜行程＞
私市駅⇒星の里いわふね⇒かわぞいの路⇒森林鉄道風歩道橋⇒ピトンの小屋⇒星のブラン
コ⇒やまびこ広場⇒星田妙見宮⇒妙見坂の桜（一次解散）⇒星田寺⇒河内森駅
約 8.5 ｋｍ
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穂谷川緑地から山田池公園

（６月）

牧野公園アテルイの塚の前で体操

山田池公園はくらわん会では定番のコー
スの一つで、最も催行回数が多く人気があ
る。３月の梅、４月の桜、盛夏の緑陰、秋
の紅葉と季節を問わず見所があるが、やは
り、６月の花菖蒲の咲く頃が一年中で最も
華やかである。
京阪牧野駅の西口、穂谷川沿いは公園に
なっており、ここに集合する。線路を越え
東側にある牧野公園は枚方八景の一つで、

河内一の宮として知られる片埜神社

桜の名所として知られている。道路を挟ん
で上公園と下公園があり、桜の名所は上公
園、下公園にはグラウンドや遊具が整備さ
れている。上公園の中程に塚があり、桜の
木の陰にひっそりとアテルイ・モレの首塚
が祭られている。蝦夷の長アテルイは、平
安初期に朝廷の征夷大将軍・田村麻呂と戦
い、この地で処刑されたという実在の人物
である。戦いを主導した桓武天皇がこの地
とつながりが深かったことが実感できる。

穂谷川右岸の遊歩道を上流に歩く

隣の片埜神社は、河内一の宮として知ら
れる延喜式内社で、枚方では最も古く由緒
のある神社である。桧皮葺の流麗な屋根の
本殿は豊臣秀頼により造営されたもので、
三間社流造、国の重要文化財に指定されて
いる。普段は地域の氏神として親しまれ、
初詣や十日恵比寿には遠くからの参拝客で
賑わう。
穂谷川右岸の遊歩道を上流に歩く。左に
牧野の商店街、大阪歯科大学の建物、右に

山田池公園西入り口から緑陰に

こんもりとした牧野車塚古墳の森、関西外
大がみえる。
やがて前方に山田池公園の大きな森が見
えてきた。右手の穂谷川清掃工場のところ
で穂谷川橋を渡り国道１号線のトンネルを
くぐると、すぐに山田池公園の西入り口で
ある。穂谷川緑道とはいえ木陰も無く、初
夏のじりじりした太陽に焼かれて汗びっ
しょりになった身体には、公園内の緑陰に
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ほっとする。枝垂れ柳の向こうに広々とし
は人々がたむろする。一行はしばらく東屋
で休憩し涼風を楽しむ。
池をぐるりと半周すると、花菖蒲園に来
る。ここの花菖蒲は規模が大きく、種類も
多い。今を盛りに色とりどりの花を咲かせ
ており、夫々に名前が付いている。花菖蒲

広々とした山田池と浮見堂

た山田池が広がり、水鳥が戯れ、浮見堂に

は江戸時代から園芸種として盛んになり、
同種のあやめ、杜若の可憐さに比べ、逞し
さ、力強さが感じられる。平日とはいえ、
ちで賑わっている。一行は広い公園の中で
思い思いに弁当を食べる。
再び穂谷川に出て左岸の細い路を歩き
始める。左手には山田池公園の拡張工事が
進んでおり、来年あたりには開園するので

池を半周して花菖蒲園に

カメラマン、愛好家、夫婦連れなどの人た

あろう。午後の陽射しがじりじりと照りつ
け、そよとも風はない。右手の田園は稲が
青々と逞しく育っている。前方には生駒山
塊の一角、交野山から国見山の山裾が見え
てきて、疲れた足を引きずりながら、やっ
（石田富雄記）
第 4回

1996 年 10 月 4 日

第 24 回

1998 年 6 月 2 日

第 40 回

1999 年 10 月 5 日

第 72 回

2002 年 6 月 4 日

第 93 回

2004 年 3 月 2 日

見事に咲いた花菖蒲

と、ＪＲ藤阪駅に歩きついた。

今を盛りと色とりどりに咲く花菖蒲

穂谷川左岸を藤阪駅に向かう
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＜行程＞
牧野駅⇒牧野公園⇒片埜神社⇒穂谷川緑道⇒山田池公園⇒穂谷川緑道⇒藤阪駅
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約８ｋｍ

万博記念公園からアサヒビールへ
くるが、それより対面に建つビルのガラス
ウオールに反射している太陽の塔の歪んだ
姿が面白い。天気の良い日の朝、昼、夕そ
の時々に変化する反射像は一枚の名画に匹
敵するのではないだろうか。
万博記念公園の中央口から入って、お祭
り広場に向うが、そこでは太陽の塔を間近
に見ることができる。その巨大さに驚き、

ウオールに映っている太陽の塔

太陽の塔がひときわ目立って目に入って

（7 月 )

蔦が這いあがっている塔の壁には年月を感
じさせられる。また塔の表の表情、裏の姿
表現していて、岡本太郎の非凡さを知らさ
れる。
この公園では、なんと言っても日本庭園
が一番。その広大な領域全体を濃淡の緑で
覆い、所々に季節に色づく草木をアクセン

太陽の塔を間近に見る

が対照的で、陰陽、動静、哀楽、昼夜等を

トとして配し、その姿を映し出させるよう
に池を設け、直接的、間接的に庭園美を
鑑賞させるテクニックはこころにくいほど
素晴らしい。池には錦鯉が泳ぎ、水面に波
る。庵では懐石料理も食べられる。でも、
持参の握り飯をゆったりとした自然の中
で、食するのがいい。ここに半日いても飽
きない。後の予定がなければ、日常の俗事

塔の裏の姿が対照的

紋を作りながら人なつっこそうによってく

を忘れゆっくりするのも、癒されストレス
解消に良い。
アサヒビールに行くには、せせらぎ広場
から西大路を経て、西口から阪急山田駅に
ビール吹田工場には数名で予約すれば、工
場見学と試飲をさせてくれる。
工場入り口前にはアサヒビール創業時の
建造物のうち唯一現存する赤レンガとステ
ンドグラスの壁画が保存され、往時を忍ば

公園では日本庭園が一番

行き電車で吹田駅に行くのがいい。アサヒ

せている。いかにもビール工場の一部と思
わさせるような重厚さがある。
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持参の握り飯を自然の中で食する

原材料（麦芽、ホップなど）の現物展示、
発酵、蒸留、熟成、貯蔵、ビン詰、缶詰、
包装出荷工程を、美人のガイドが爽やかな
口調で約 40 〜 50 分かけて説明してくれる。
いよいよ試飲に移るがビールの美味しい
飲み方（コップの冷やす温度、ビールの注
ぎ方など）の説明がある。スーパードライ、
黒ビール、ハーフアンドハーフ好きな種類
を 30 分以内なら制限なしで飲めるが、見
学者が多いときは、順番待ちのため思うよ

せせらぎ広場から西大路

うに飲めないから注意すること。
本コースのポイント
ビールの試飲が控えているので、やや暑
い季節がいい。必ず予約すること、休館日
に注意。
万博記念公園は広いので日本庭園を中心
に時間配分を考えて、コースを決めるとい
い。

出来立てのビールはタンクで熟成

ゲストハウス玄関に竣工当時のレンガ壁面
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入り口でパンフレットをもらえる。また
所々に案内板があるのでそれを参考にすれ
ばよい。
（清水次雄記）
第 37 回

1999 年 7 月 6 日

第 61 回

2001 年 7 月 3 日

第 87 回

2003 年 9 月 2 日

スーパードライに黒に、ハーフアンドハーフすっ
かり満足した試飲

＜行程＞
万博記念公園駅（大阪モノレール）⇒中央口⇒お祭り広場⇒ホール前ゲート⇒日本庭園
( 散策・昼食 ) ⇒せせらぎ広場⇒西大路⇒西口⇒阪急山田駅⇒阪急吹田駅⇒アサヒビール
（吹田工場）⇒現地解散
約 7 ｋｍ
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黄昏ウォーク淀川堤防 （8 月）
夕刻五時半樟葉駅前に集合

原会長夫人眞智子さんの命名「黄昏ウ
ｵーク」とはロマンチックでなかなかいい
命名だ。陽射しがきつい日中を避けた夕刻
５時半からのくらわん会 8 月例会は、淀川
左岸堤防コースが定番だ。他にも天野川緑
道、交野免除川沿い、友呂岐緑道、香里団
地と緑陰を求めて工夫が凝らされてきた。
中でも川筋の涼風を受けて、夕日に向かっ

改装中のモールとくずはタワーを後に

て歩く樟葉から枚方市駅のコースが最も人

大阪歯大︑センチュリータウン方面に

民家の屋根に太陽光発電装置が設置されて

気がある。
改装中のモール街、45 階建ての高層マ
ンション「くずはタワー」を左手に見なが
ら、大阪歯科大学、くずはセンチュリータ
ウン方面に向かう。どこからか、ひぐらし
であろうか鳴き声が聞こえてくる。セン
チュリータウンを抜け楠葉西中の裏を通っ
て、船橋川へと続く水路沿いの道を行くと
いて、〇〇研究所と看板が掲げられている
のが印象的だ。京阪電車のガード下を潜っ
て船橋川堤防に出て、楠葉橋を渡り、船橋
川の左岸を淀川に向かって歩く。
風がなく、じっとりと汗がにじんでくる。
団扇であおぎながら歩く人、タオルで汗を
拭き拭き歩く人、水分を補給する人さまざ
ま。やっと淀川の左岸にたどり着く。川向

京阪のガードを潜り船橋川堤防へ

こうの正面には、ぽんぽん山や天王山の山
並み、右手には、くずはゴルフ場のイン
コースの終端、左手には牧野ゴルフ場のイ
ンコースの終端が見える。両方のゴルフ場
でプレーしたことがあるが、こんなに近接
しているとは知らなかった。この時間には
もうゴルファーの姿もなく、所々日焼けで
色が変わっている、芝の緑の連続はなにか
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の辺りにスーパー堤防が築堤工事中で、完
成予想図が提示されている。枚方では、枚
方市駅周辺、伊加賀西のマンションなどの
堤防が既にそうなっていて、水害にも強く
生活利便にも優れているため推奨されてい
る。
牧野ゴルフ場を右に見ながら夕日に向

船橋川の左岸を行くと正面に天王山

閑散としていてものさびしい。牧野北地区

かって歩く。やっと背中のほうから、川風
ちいい。やはり自然の涼風はいいものだ。
ゴルフコースに割り込んで流れ込んでいる
穂谷川の河口に出る。この川を少し遡ると
牧野駅前のマンション群が見える。枚方市
で淀川に直接流れ込んでいる川は、先の船
橋川とこの穂谷川、市駅近くの天野川の三
本だけで、後はすべてポンプアップされて
れているところがあり、犬を連れた何組か
の家族が集まって談笑している。そこには
御影石製の淀川距離標示板が設置され、河
口から 31.2 ｋｍと標示されていた。
中間地点の渚下水処理場横で小休止。こ
の渚下水処理場は枚方・交野の下水を一気
に高度処理している。ここでそれぞれに水
分補給などの小休止をとる。

牧野ゴルフを右に夕日に向かって歩く

いる。堤防の右斜面がきれいに芝で整地さ

川風に吹かれながら気持ちよく歩く

が吹いてきた。とってもすがすがしく気持

4 年前には、この辺りで激しい夕立ちに
夕日が感動的で、枚方市駅の上におおきな
虹がかかり幸せな気分に浸れたことを思い
出していた。今日は薄曇の中、遠くのわず
かな雲の切れ間に、陽が反射しうっすらと
虹色に輝いているのがきれいだ。御殿山
付近までくると、その名のとおり黄昏時に
なった。

中間地点の渚下水処理場横で小休止

出遭った。雨上がりの摂津の山並みに沈む
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芝の緑の連続は何か閑散として静か

街にはポツリポツリと明かりがついてき
て、川向こうの高槻方面のパチンコ店のネ
オンも目立ちはじた。
この辺りから先の磯島の河川敷には、送
電線の鉄塔付近を中心に鬱蒼と木々が茂
り、まるでジャングルのようになっている。
ここに磯島の浄水取水場があり、毎秒 20
立方メートルの取水をしている。時々犬と
散歩する人や、夫婦で歩く人達以外は、ほ

河原には三〜四ｍ もの葦が茂る

とんど人に遭わなくなった。
また、ひたすら歩く。日も落ちて、ます
ます夜景がきれいになる。前方の枚方大橋
の照明、それを渡る自動車のライトの連な
り、枚方駅前のレストランの赤い広告塔、
VIBRE の緑のネオンサイン、名神高速道
路を走る自動車の小粒なライトなどがモザ
イクをちりばめたように美しい。
時々吹いてくる涼風に爽快感を味わいな
がら淀川に別れを告げ、天野川水防橋を

摂津の山並みに沈む夕日

渡って関西医大の建設工事で新しくできた
遊歩道をに入り、ラポールひらかた裏のバ
ス駐車場で解散した。
4 年前、同じコースを歩いた時、中間点
で激しい夕立にあったので今回も心配だっ
たが、杞憂に終り幸運であった。枚方八景
のひとつ淀川に落ちる夕日もすばらしい
が、薄曇の黄昏時から、夕闇にいたる時

夕立の後に見事な虹が架かった
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の流れに沿った夜景の変化にも、その良
さを発見できたのは大きな収穫であった。
（清水次雄記）
第 14 回

1997 年 8 月 5 日（逆コース）

第 28 回

1998 年 8 月 4 日（逆コース）

第 50 回

2000 年 8 月 1 日

第 98 回

2004 年 8 月 3 日

＜行程＞
樟葉駅前⇒楠葉橋⇒船橋川河口⇒淀川左岸堤防⇒穂谷川河口⇒渚下水処理場横⇒天野川河
口⇒枚方ラポール駐車場 ( 解散 ) ⇒枚方市駅

歩行距離：約８km
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サントリー山崎から長岡天神へ

（９月）

﹁油座﹂の本所離宮八幡宮が集合場所

くらわん会の会員はお酒好きが多いの

か、ビール会社とかウイスキー工場の見学
を毎年のように組み入れている。このサン
トリー山崎工場の見学会も何回か開催して
おり、工場見学の前後に天王山に登ったり、
長岡天神に行ったりしている。今回のベス
トコースではサントリー山崎、山崎聖天、
長岡天神のコースを紹介する。
阪急大山崎駅から少し西の離宮八幡宮が

踏切を越えたところがサントリー

集合場所。平安末期、「離宮八幡宮」の社
司が荏胡麻（えごま）を栽培し、長木とい
う道具を開発して大量の搾油を始めた。採
れた油は宮中にも献上され、社司は「油司」
と認定される。後の鎌倉・室町時代には、
「油
座」の本所として荏胡麻油の製造・販売権
を独占して大いに栄えた。いまも植物油の
総元締めとして、全国の製油メーカーから

ワインカラーのサントリー山崎蒸留所

油が奉納されている。電気のない時代には、
油による灯明が人々にもたらしたのは、単
なる明るさ以上のものであっただろう。も
とは嵯峨天皇の離宮とされたことから、
「離
宮」の名の残った神社である。９月とはい
え残暑が厳しく、この宮の木陰に入ると
ほっとする。
離宮八幡を出て西へ、ＪＲの踏切を越え

女子社員が工場内を案内してくれる

たところがサントリー山崎蒸留所だ。山裾
にお馴染みの建物が並び立つサントリーの
構内に入ってくる。早速、女子社員が工場
内を案内してくれる。天王山系と男山丘陵
がせまり、桂川、宇治川、木津川の三川の
合流地点、起伏に富んだこの場所では、水
温の差によってしばしば霧が発生する。ス
コッチの故郷、スコットランドによく似た
湿潤な気候と、昔から知られる名水、こ
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1923 年、壽屋 ( 現サントリー ) の創業者・
鳥井信治郎は、この地でモルトウイスキー
の蒸溜所建設に着手、国産ウイスキー誕生
への第一歩の歴史のページを開いた。建物
もいかにも工場らしくなく、山の緑にワイ
ンカラーの建物が溶け込んで山陰にひっそ
りと佇んでいる。

様々な蒸留スチールポットがある

こを、ウイスキーづくりの理想郷として、

仕込み、蒸留、樽詰めなどの行程を見学
は何百何千という樽が薄暗い中で１０年、
２０年と眠りつづけ、あの琥珀色の液体に
変わっていく。貯蔵庫に静かに眠るオーク
の樽、生産開始時 1824 年の原酒樽も公開
されていた。ウイスキーというのは、悠久
の時の流れの中で醸造されていくんだとい
うことが実感される。いよいよお待ちかね

貯蔵庫に静かに眠るオークの樽

したが、圧巻は樽の貯蔵庫である。そこで

のウイスキーの試飲が始まった。シングル
モルト「山崎」の 12 年もの、ブレンドウ
で、水割りでお代りをする。ウーン、やっ
ぱり旨い。20 分くらいで終わってしまい、
もう少し待ってくれという声も多い。
ＪＲ山崎駅の裏を通り天王山の山裾を東
に行くと、山崎聖天の登り口がある。京阪
神の人々の厚い信仰を得ている「観音寺」

お待ちかねのウイスキーの試飲

イスキー「響」をロックで、ハーフロック

の鎮守「聖天さん」は、実に魅力的である。
した双身が、男天と女天として相抱きあう
秘仏である。聖天さんはもとはインドの象
頭種族、美女になりすました十一面観音に
ほだされ、聖天となったそうだ。またの名
を「歓喜天」と聞けば、何やら親しみやす
い気がしてくる。お寺の創建は平安期の宇
多天皇、開山は江戸初期の僧、木食以空上

山崎聖天さんの参道で昼食を摂る

首から上が象、首から下が人間のかたちを

人と伝わる。
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夫婦和合や除災招福、商売繁盛に御利益
名神高速の長いガードを潜る

があるとされている。緑の木々が覆い被さ
る参道の階段付近をそれぞれに確保して昼
食を取る。
聖天さんには長い石段を登っていかなけ

ればならないが、アルコールが入った体に
はもうええわということになる。もし、コー
スを変えて天王山、聖天、サントリーのコー
スを行くならば、かなりきつい山道を登り

円明寺の住宅街を行列はのびて行く

天王山に行き、その帰りに山崎聖天にお参
りすることができる。何はともあれ境内の
石段の木陰でしばらくは休み、弁当を食べ、
前を通るＪＲの長い貨物列車を眺めたりす
る。
右手に天王山を見ながら名神高速の長い

ガードを潜り、長岡京、円明寺の住宅街を、
だらだらと行列はのびて行く。日中のカン
カン照りの中を歩き、暑さとアルコールの

菅原道真にゆかりの長岡天神

効いた身体にはかなりこたえる。やがて長
岡天神の森が見えてきて、西側から入って
いく。木陰になると涼しくなり、とたんに
元気が出てくる。ここの天神さんは菅原道
真にゆかりの宮で、大宰府に流される時、
名残を惜しんだという。このあたり一帯は
かっては古代の長岡京があり、政治の中心
であった所であるが、その歴史は短く 10
年くらいで平安京に遷都する。天神さんか

広い池と料理屋などがが開ける

ら下っていくと、広い池と料理屋などが開
ける。このあたりは４月、霧島ツツジで有
名である。阪急長岡天神駅で解散となる。
このコースはサントリーに訪問後の歩行

が長いため、天王山からサントリーのコー
スがお勧めです。
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（石田富雄記）

第 63 回

2001 年 9 月 4 日

第 99 回

2004 年 9 月 7 日（天王山コース）

＜行程＞
阪急大山崎駅⇒離宮八幡宮⇒サントリー山崎工場⇒山崎聖天⇒円明寺住宅街⇒長岡天満宮
⇒阪急長岡天神駅 8km
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古都奈良の秋を訪ねて

（10 月）

噴水の中で合掌している行基菩薩

近鉄奈良駅の階段を上がるとすぐ目に付

くのは、噴水の中で合掌している行基菩薩
の立像である。駅の傍らにそれがあるのが
古都である証明といえる。商店街を少し
行って左へ入り坂道をあがると、急に静か
になり古都らしさが感じられるようにな
る。キリスト教会堂も和風建築なのが面白
く、さらに行くと南円堂に着く。
10 月初めなのに今年は、秋の訪れが早い
のか桜の葉が所々色づき始めている。好天

南円堂裏に集合

に恵まれた絶好のハイキング日和。五重塔
を見ながら、猿沢池前の六道の辻から天上
界へ通じる道を行くとならまちだ。途中に
ある案内所で、パンフレットを貰うとなら
まちの概要がわかる。
ならまちの路地は、車がやっとすれ違い
できるほどの幅で、入り組んでいるため数
人のグループで探索するのが落ち着いて見

五重塔を見ながら猿沢池へ

学する秘訣だ。昔風の黒い格子の平屋でい
かにも老舗らしいふとん店内は、薄暗く陶
器、衣服、装飾品も売っていて、雑貨店と
いった感じ。その裏庭には、往時権勢を誇っ
ていた元興寺金堂の礎石があり、巨大な柱
を支えていた面影を残している。
世界遺産の元興寺は、本堂と庭からは大
権勢をふるっていた面影はない。元は 6 世

いかにも老舗らしいふとん店

紀末蘇我馬子によって開かれた法興寺（飛
鳥寺）だったが、平城遷都に伴い今の地に
移転、元興寺と改められた。唯一現存する
極楽坊はその一部だ。広大な寺域には、金
堂・講堂・塔・僧房などが立ち並んでいた
が、平安時代半ば、その勢威も衰えた。境
内から無数の石仏と民俗資料が発見されて
いる。奈良町資料館には、昔、暮らしに使っ
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差が良くわかる。明治以降発行された紙幣、戦後発売
されたタバコも陳列され、熟年の男性は興味をそそら
れるだろう。やや狭いのが難点か。
お猿の庚申堂（奈良町の民家の軒先につり下げら
れている赤い人形の「身代わり猿」は庚申さんのお守
り）を経て格子の家へ。奈良町の伝統的な町家を再現
している。入口は開口が狭く、奥へ奥へと部屋が続く
ウナギの寝床、中には襖絵のある居間に鉄瓶がかけら
れた箱火鉢、箱階段、おくどさん等あって庶民の暮ら

桜の葉が所々色づき始めて絶好の観光日和

ていた道具や衣服等が陳列され、現代との生活様式の

し振りがわかる。
寺で、元興寺の一子院、この庭を水原秋桜
子は「優曇華や石龕きよく立つ仏」と詠ん
でいる。十輪院の庭園を眺めたあと、重要
文化財の福智院に向かう。広い通りを渡っ
て大乗院の庭園へ、小休止はここでするこ
とをお勧めする。あまりにも広い庭園なの
で、館内に展示されている復元模型で全体

身代わり猿は庚申さんのお守り

十輪院は元正天皇（715 〜 724）の勅願

像を頭に描きながら鑑賞するといい。
弥とその子が京都から招かれてつくったも
の。この季節には緑の中に、枝を整えられ、
ピンクの花をつけた百日紅と斜め後方の
真っ赤な丸木橋が池にその姿を映しだして
いる情景がいい雰囲気を醸し出している。
小休止後、169 号線を通り、浮見堂のあ
で木々の間から遠くのほうに見える五重塔
は、すぐ傍で見るのとまた違った趣がある。
国道から鷺池に通ずる道を行くと、林の中
で草を食べたり、座ったりしている可愛い
仔鹿に出会える。この季節は鹿の発情期に
あたり、角を切られた雄鹿もみられる。鷺
池での昼食は池の周囲の木陰でとるのもよ
いが、浮見堂まで行ってもいい。

世界遺産の元興寺︑極楽坊はその一部

る鷺池で昼食を採るといい。国道をはさん

奈良町資料館は元興寺の本堂址

大乗院庭園は、15 世紀の半ばすぎ善阿
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浮見堂は鷺池に浮かぶ檜皮葺き八角堂形
浮見堂のある鷺池で昼食を摂る

式のお堂だ。池には錦鯉が泳いでいて餌を
やると、バシャバシャ音を立てて集まって
くる。水はきれいとはいえない。鯉の錦柄
も鮮やかさに乏しい。ここからも遠くに五
重塔が見える。
春日大社に向かう途中で、運がよければ、

珍しい白い雄鹿に会える。遠目では日の光
を受け白く輝いる姿は美しい。そばに行っ

春日大社に向うと白い雄鹿に会えた

て写真を撮っても、悠然と美姿を誇示して
いる。苔むす森に囲まれた参道を春日大社
に向かう。春日大社は、鹿島神宮、香取神
宮、枚岡神社から、それぞれ春日の地に迎
えられた神々が祀られているが、武甕槌命
( たけみかづちのみこと ) は御蓋山（みかさ
やま）の頂上に降臨されたという。それぞ
れが春日大社にお参りする。
若草山では修学旅行の子供たちが芝生

東大寺二月堂を見上げながら解散

の中を元気に走り回っていて、「がんばっ
てー」と励ましてくれることもある。お水
取りで知られた、東大寺二月堂を見上げな
がら解散。東大寺大仏殿横を通って奈良駅
に向うが、観光客が多く、鹿にせんべいを
やって、喜んだり、奇声をあげたりしてい
て、やや騒がしくなり俗界に近づいた感が
増してくる。
本コースのポイント

東大寺大仏殿横を通って奈良駅に

◆ならまちは全体的に狭いから、数人のグ
ループで探索するとより楽しめる。
◆小休止するなら、大乗院の庭園を見なが
らがお勧め。
◆ 10 月は角切の儀式があり、一度は鹿追
を見るのも、いいのでは。
◆白い雄鹿に会うには、鷺池から春日大社
までの領域か？
第 88 回
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2003 年 10 月 7 日

（清水次雄記）

＜行程＞
近鉄奈良・ＪＲ奈良駅⇒南円堂裏⇒猿沢池⇒ならまち⇒元興寺⇒十輪院⇒大乗院⇒浮見堂
（鷺池）⇒春日大社⇒若草山⇒二月堂
約８ｋｍ
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南禅寺、哲学の道から吉田山へ

（11 月）

立冬を待たずに初雪の便りが聞こえ始め
鴨川に沿って上流に出発

た晩秋、洛東の地は太陽が時折顔を見せる
肌寒い一日となった。残暑が厳しかった短
い秋から一気に冷え込んだ今年は、紅葉が
一段と進み、あちこちの木々が鮮やかな彩
りを添えてくれた。くらわん会では、お馴
染みのコースになった「哲学の道」周辺の
洛東の秋をたっぷりと散策した。
三条駅から丸太町寄りの鴨川河原が今日

夷川発電所の赤煉瓦が疎水に映える

の集合場所で、時折差し込む陽光にススキ

の穂が輝き、ひっそりと静かな鴨川の床が
淋しげに見える。鴨川に沿って上流に出発、
二条大橋をくぐり、途中の田辺小橋の手前
から川端通りへ上り、鴨東運河を冷泉通り
沿いに岡崎方面に向かうと、疎水の深い緑
の水面に紅葉を始めた木々が映り、遊歩道
にかかる木の葉が光に透けて美しく、つい
見とれてしまう。この運河は蹴上のインク
ラインから鴨川への物流の為にも役立った

二条通を横切り勧業館横を左へ

が、途中には大正３年（1914）に建設され
今も現役で活躍する関西電力夷川発電所の
赤煉瓦が疎水に映えて美しい。
南に折れて二条通を横切り、桜の紅葉が

美しい鴨東運河沿いを勧業館横から国立近
代美術館横に向かう。平安神宮の朱塗りの
大鳥居を横目に、落ち着いた景観の京都市
美術館を過ぎると、岡崎動物園横に船溜ま
りがあり、噴水の近くにアオサギが休んで
いた。ここからは大文字と比叡山がよく見

桜の紅葉が美しい鴨東運河沿い

え、空に向かって手を広げる「巨大な輝き」
と題した彫刻が出迎えてくれ、対岸には琵
琶湖疎水記念館がある。
南禅寺の参道に入ると名物の湯豆腐の看

板が並ぶ。正称は臨済宗南禅寺派の大本山
で、 瑞 竜 山 太 平 興 国 南 禅 寺 で、 正 応 4 年
(1291）鎌倉時代に亀山上皇の離宮を大明
国師（無関普門）に賜り禅林禅寺としたの
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に始まる。雄大な三門 (1628 再興、重要文

化財）は五間三戸

ち、歌舞伎の石川
五右衛門が「絶景
かな」と見得を切
る場面で有名であ
る。また桃山期の
建築「方丈」
（1611
江戸時代に清涼殿
を移建）は大方丈

雄大な南禅寺の三門を行く

で左右に山廊をも

空に向かって手を広げる﹁巨大な輝き﹂

二階二重門の規模

と小方丈からなる
国宝があり、その隣の本坊で小休止をとる。
南禅寺を左に折れ、野村美術館、紅葉で
にも選ばれた「哲学の道」を歩く。哲学者
の西田幾多郎がこの道を好んで散策したこ
とから、
「哲学の道」と呼ばれるようになっ
たらしい。｢ 人は人吾は吾なり

とにかく

紅葉で有名な永観堂

有名な永観堂の前を通り、｢ 日本の道百選」

に吾行く道を吾行くなり ｣ と、道の途中に
は彼の言葉を刻んだ碑も建っている。よう
りもやや少なくゆったりとした気持ちで散
策できた。
銀閣寺道から今出川通りを吉田山に向か
い、急な階段を上ると吉田山（121 ｍ、三
角点は 105 ｍ）で、この公園でやや遅い昼
食を摂る。吉田山は旧三高の寮歌「紅萌ゆ
る丘の花」で有名だが、西麓には吉田神社
があり吉田流神道の総家で元は神楽岡と呼

日本の道百選﹁哲学の道﹂を歩く

やく桜の葉が色づき始めたところで、人通

ばれ、山全体が神域であったようだ。また、
じ効能が有るという、重要文化財建築の大
元宮がある。
吉田山を西へ竹中稲荷の朱塗りの鳥居が
並ぶ参道に下り、黒住教の教祖、宗忠を祀
る宗忠神社の境内を抜け、紅葉で名高い真
如堂（真正極楽寺）に入る。楓の紅葉には

桜がつややかに紅葉した

ここには日本中の神社全てに詣でるのと同

もう少しだったが、三重塔の横にある菩提
樹は真っ赤に紅葉していた。
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吉田山から妙法の火床が見える

本堂の横を抜けると、京都三大墓地の一

つ黒谷墓地にでる。この墓地には会津藩士
達の墓所があり、自らの信念を貫いて死ん
でいった武士達の魂が眠っている。中心に
ある文殊塔からは京都市内がよく展望でき
る。黒谷墓地を下りきったところに浄土宗
鎮西派の黒谷本山金戒光明寺がある。この
お寺は、幕末の頃、京の町を守護していた
会津藩士の拠点で、頑丈な山門の支柱には、
銅板が張られ、火矢や鉄砲の玉があたって

真如堂も楓の紅葉にはもう少し

も跳ね返すことのできる様になっている。
丸太町通りに出た角にある聖マリア教会

の蔦がはう壁に沿って、岡崎通りを平安神
宮に向かう、美術館が並ぶ平安神宮参道の
大鳥居をくぐり、鴨東運河から分流する白
川沿いの風情のある道を通って、三条通を
京阪三条までたどり着いた。今日はいつも
よりやや長い行程だったが、洛東の晩秋を
たっぷりと味わうことの出来た一日だっ

会津藩士の拠点だった金戒光明寺

た。

第 65 回

（冨田朝己記）
2001 年 11 月 6 日（蹴上インクラ

インから南禅寺、哲学の道のコース、雨天
で大文字山コースを変更した）
第 77 回

美術館が並ぶ平安神宮参道の大鳥居をくぐる
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2002 年 11 月 5 日

白川沿いの風情のある道を通って

＜行程＞
三条駅→鴨川左岸→鴨東運河→南禅寺→永観堂→哲学の道→銀閣寺道→吉田山公園→宗忠
神社→真如堂→金戒光明寺→平安神宮→三条駅

約 10.5 ｋｍ

◆このコースはやや長いため、哲学の道を過ぎて銀閣寺パークから、出町柳に抜けると短
いコースで紅葉を楽しめる。（約 8km）
◆もう一つは、地下鉄蹴上駅からインクラインの疎水分流を通って、南禅寺に抜けると少
しはは短縮できる。
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ふるさと香里団地の公園めぐり

（12 月）

枚方公園駅前はひらパーへの玄関

リニューアルしつつある香里団地、日本

の住宅団地の歴史を作ってきたこの団地の
中には 17 ヶ所もの公園がある。街のオア
シスであるばかりでなく、遠くは「交野が
原の七夕伝説」にまでつながる歴史の里で
もあった。団地の通りごとに植えられてい
る木々が、初冬の時期にはまだ美しい紅葉
が残っている。風もなく暖かい小春日和で
師走とは思えない 12 月初旬、14 ヶ所の公

五常公園は藤棚があるが狭い

園を巡った。
京阪電鉄の枚方公園駅を起点にするのが

便利である。駅前には２軒のコンビニ、公
衆トイレがある。枚方パークを横に見なが
ら進み枚方体育館前を過ぎた所の信号を左
に入る。右、右とたどると五常公園に到着
する。五常公園から広い通りに出て少し行
くと、五常小学校の隣に以楽園がある。以
楽園は、名匠重森三玲が作庭し、団地では

以楽園は池のある美しい公園

唯一涌き水の池のある美しい公園で、通常
は一部にしか入れないが、春と秋には公開
され入園できる。桜や紅葉が池に映えて風
情がある。
信号を渡り、小さな商店街の間を抜ける

と北谷公園である。静かな戸建住宅街を通
り、香里ヶ丘西公園を縦断して妙見山配水
場前を通り、淀見公園へと進む。妙見山配
水場前には「煙突に寄せて平和を誓う」と

煙突に寄せて平和を誓う

して戦時中の火薬製造所跡が香里団地へと
生まれ変わった歴史が刻まれた説明プレー
トがあり、平和のシンボルとして煙突だけ
が残されている。戦後火薬工場として復活
の動きもあったが、地元の反対で中止さ
れ住宅団地に生まれ変わった。昭和 33 年

（1958 年）当時としては東洋一と言われた、
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居が開始された。団地は計画的に作られた
が、その中で 17 に及ぶ公園が配置された。
公園は、自然が多く残された小高い丘陵地
にあることが多く、歴史のある旧跡も組み
込まれている。
淀見公園は高台の見晴らしのよい公園
で、金網のフエンスの間から淀川の堤防を
に入居のに入居のお年寄りが立ち寄り、幼
児を連れたお母さんたちと交流される微笑
ましい風景があった。
香里団地の歴史や生い立ちを考え、汗を
にじませて歩を進める。さだ山公園から銀
杏並木の黄葉が美しい「いちょう通り」を
通り、南谷公園を経由して、枚方新香里線
の葉が残り少なくなった桜並木を横切っ
は、昼食休憩には最適の場所である。公
園内にはトイレがあり、すぐ近くには大丸
ピーコックや商店街もあって、小グループ
の場合は、ここでの弁当の仕入れや食堂の
利用も可能である。この公園は、地域の老
人クラブの方々の、グランドゴルフの道場
になっている。
午後は、新香里病院前の観月公園を経て、

けやき通りの紅葉は歴史の重みがある

て香里ヶ丘中央公園に到着した。この公園

グランドゴルフの道場香里ヶ丘中央公園

望むことができる。公園では近くの聖徳園

黄葉が美しい﹁いちょう通り﹂

近代的な香里団地の一期工事が完成し、入

香里が丘 4 丁目の入り組んだ住宅街を抜け
して出土品の説明文、歌碑、公園の東端に
ある牽牛石などを見ながら七夕伝説などの
いにしえを偲ぶ。厚く積もった落ち葉を踏
みしめながら下山し、通称どんぐり山と呼
ばれる香里ヶ丘東公園、建替え高層化が進
むＢ地区けやき街を見ながら開成公園と進

観音山公園の東端にある牽牛石

観音山公園に着く。古寺中山観音寺の跡と

む。予想を越えたアップダウンで充分な運
動量となり、桜公園で一休みする。
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桜公園の一帯は香里団地でも一番早くリ
リニューアルしたけやき街

ニューアルが終わった、みずき街で、独特
のグラデーションのみずきの紅葉が美し
い。また最近巨大でデラックスな、民間マ
ンションが建設され、人口が少しずつ増え
つつある。
最後の桑ヶ谷公園は香里団地の東端にあ

り、枚方高田線を越えて、香里が丘 1 丁目
の坂道を上がってゆき道を左に取ると到着
する。この公園からは、枚方の西方が開け
桜公園はやっぱり春かも

て見え、夕日が美しい。すぐ下には南部市
民センターが工事中だった（2003 年 12 月
開館）。
知っているようで知らないふるさと、
「あ

れ、こんな所があったのだ」「意外と自然
が残っているな」「香里団地もずいぶんと
変わったな」「結構運動になったなあ」こ
んな感想を漏らしながら帰途に着いた。

最初にリニューアルしたみずき街

桑ヶ谷のバス停からは、京阪電鉄の枚方市
駅や香里園駅行きのバスがある。
我が街の歴史を知り、よい運動にもなる

ベストコースである。公園には桜が多く花
見を楽しめることはもちろん、秋にはもみ
じ、イチョウ、けやき、みずき、桜等の紅
葉が美しい。
第 78 回

最後の桑ヶ谷公園は香里団地の北端にある
54

（杉浦義次記）

2002 年 12 月 3 日

桑ヶ谷公園からは西方が開けて夕日が美しい

＜行程＞
枚方公園駅⇒五常公園⇒以楽園⇒北谷公園⇒香里ヶ丘西公園⇒淀見公園⇒さだ山公園⇒南
谷公園⇒香里ヶ丘中央公園⇒観月公園⇒観音山公園⇒香里ヶ丘東公園⇒開成公園⇒桜公園
⇒桑ヶ谷公園⇒バス停
約 9 ｋｍ
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多数回参加者名簿
くらわん会例会への参加は、毎回の自由参加の形式をとっていますが、参加の記念とし
て累積参加が 12 回、30 回、50 回、75 回のそれぞれの節目毎にバッジをお渡ししています。
このバッジは京都で七宝焼きを制作されている、富士美術工芸株式会社に制作をお願い
しています。

75 回以上参加者（銀バッジ）

枚
( 方南
)
原

求

小畠章次

西野善治

佐々山森夫

長川

達

山本和義

枚
( 方北

高濱常雄

)
三好郁男

浅見悦司

石田

弘

枚
( 方外
)

野口喜三郎

清水平三郎
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橋本育子

神田卓明

( 以上合計 16 名）敬称略

森本忠造

森本政子

50 回以上参加者（ワイン色バッジ）75 回以上は除く
（枚方南）原 眞智子、西上暢能、水島 渡、新谷基樹、菅原睦三、小田原 汎、長川暁
美、大上史郎、水島明子、金子義雄、石田富雄、越智勝利、岩本照男、清水次雄、冨田朝
己、野口忠一郎、細野弘夫、松倉敏明、星野健一、小畠杉子、星野 道、高橋 保、木村
昌子、佐々木信幸、山本芳夫、三好律子（26 名）
（枚方北）松本清三郎、横井士幹、星島保弘、安井重仁、中村幸男、永野光明、清水 仁、
足立輝男、寺久保 弘、森山 巌、魚住 清、田宮正勝、内海信治、吉川太一郎（14 名）
（枚方外）久保田光男、堀井郁子、高橋節男、野村龍三、野村はる、有岡義一、家田 孟、
（7 名）
（以上合計 47 名、敬称略）

30 回以上の参加者（濃紺色バッジ）75 回・50 回以上は除く

（枚方南）佐藤史郎、猿渡保生、新谷美恵子、麻生晃義、菅原節子、細野城司、吉田和也、
杉浦義次、大塚 進、山地達雄、市原弘子、八上 宏、吉野清美、亀岡高夫、曾我良子、
山本博三、吉野庸三、梅原光弘（18 名）
（枚方北）伊藤忠明、西川 隆、東嶺重正、東嶺邦子、松村登喜治、山中研一、山根 修、
中西いつ子、遠藤 尚、佐藤 整、仲野秀夫、砂原正和、坂田滋昭、松田直夫、荒堀昌夫、
河上 勲、楠木幾雄、七里潤三、筒江 健、那須久弘、関和弘子、一志貞夫、森 勝彦
（23 名）
（枚方外）千原良夫、中嶋冨紗子、河田利夫、河田初代、森田絹美、谷村喜一郎、日垣智津子、
小林慎一、南紀美子、安光美代子、小谷 勲、塚本キヨミ、名田章弘 （13 名）
（以上合計 54 名、敬称略）

12 回以上参加者（水色バッジ）75 回･ 50 回･ 30 回以上は除く敬称略

（枚方南）中野外志彦、堀江徳一、森本幸枝、石井 稔、石井敬子、小野寺可典、小野寺
玲子、上林 稔、野口芳春、林 宏明、弘埜尚子、三島克己、後藤寿子、石橋整一、境田
正弘、細野千穂、紙屋クミエ、上村紀久子、畠田敏子、浅原ツヤ子、久米信行、藤原和市、
美濃峯男、奥野佳昭、川埜 晋、田中栄一、畠平義行（27 名）
（枚方北）藤井 猛、茶屋恭介、中野勝弘、上坂章三、川畑敏子、今村幸雄、大丸洋一、
安井節子、楠木良子、伊勢戸敏信、小笠原豊子、高台 弘、島野文男、椋 英三、伊沢博
明、吉川保平、小郷伸一、高田清明、葉草光郎、五宝 繁、古村英輝、岡田茂美、橋口善
和、浜井武雄、谷岡啓夫、柴川 茂、谷岡富美、池田 勇、筑波哲二、筑波千代美（30 名）
（枚方外）中村トモ子、安光久夫、毛利信二、吉形久子、岩城俊喜、広末美紗子、神田佳子、
片山早苗、山西孝三郎、今井寿正、浦川哲雄、平田 勇、三井正敏、能美捷子、有山智子、
中井公信、伊東フミ子、浦出義人、中野雅子、桶田益行、塩見淑子、谷 弘子、中川博昭、
山本久喜、吉村都代子、森井信子、松本浩子、石曾根容子、渋谷 正、田中博文、丸山敏
子、森脇怜子（32 名）
（以上合計 89 名、敬称略）
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編集後記
くらわん会 100 回記念誌を発行することになり、手作りを基本に考えた。コスト試算
してみたが、手作り印刷は、かえって膨大なコストになることが判った。そこで同人誌
印刷で名を知られたコーシン出版さんに、お願いすることになった。
何回かの企画会議では、出来ることならフルカラーでとの要望が強かったが、コスト
見積もりの結果、断念せざるを得なかった。また単なる過去の記録でなく、人気のコー
スを選定して、ガイドブックとして活用できるようにしたいとの意見が採用された。早速、
会員の皆さんにベストコースのアンケートを実施し、世話役会議で各季節ごとに選定し、
１２のコースが設定された。
執筆・校正は、くらわん会取材班の皆さんにお願いした。多忙な中で執筆・校正をい
ただいた皆さんに感謝申し上げます。グレードの高い印刷をするために、デジタル出稿
に取り組んだ。使い慣れないインデザインソフトに悪戦苦闘の日々が続いた。
画像処理は白黒 600dpi、カラー 350dpi の精度を要求されるため、過去のホームページ
用に使った画像は、すべて原画を探すところから始まった。原画の提供にご協力いただ
いた委員の皆さんにも感謝申し上げます。使用した画像は 197 枚だったが、加工した画
像は 500 枚を超える。
当初の予定を 10 日も遅れて出稿を迎えている。発行が遅れたことをすべての会員の皆
様にお詫び申し上げます。
発行にあたり以下の皆さんに感謝申し上げます。
執筆者
石田富雄さん、清水次雄さん、杉浦義次さん、高橋

保さん

寄稿を頂いた
原

求会長、神田卓明顧問、原

眞智子さん（会長夫人）

画像をお寄せいただいた
安井重仁さん、杉浦義次さん
データー提供を頂いた
佐々山森夫副会長
何度も丁寧な校正を頂いた
田宮正勝さん、石田富雄さん、清水次雄さん、杉浦義次さん、高橋

保さん、原

求

会長
最後に、この記念誌の出版に賛意を頂いたすべての世話役の皆様に心より感謝申し上
げます。
2004 年 11 月吉日
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編集責任者

冨田朝己

