
　１月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1
水
祝

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-1 ）
住吉大社 初詣ウオーク

10 JR　天王寺駅 ・ てんしば 9:30 ＪＲ　長居駅

2 木 浪速歩 例会 【 山 】新春　初詣ウオーク 12 近鉄　高安駅 10:00 JR/近鉄　王寺駅

京都府 特別
第２７回初詣　新春古都のも道ウオーク　　　　　【 自由
歩行 】受付時に干支バッジ（先着６００名）、ゴールで抽
選会

14
JR　梅小路京都西駅
梅小路公園

9:45 京都地下鉄　三条京阪駅

3 金 関西協 特別
第２３回 新春おおさか初歩き　　　　　　　　　「 熊野街道
と初詣コース 」

16 JR　天満駅  ･ 扇町公園 9:30 南海　住吉大社駅

オレンジ 特別 ○ 京都五山参拝
15
25

JR　嵯峨嵐山駅 9:00
京都地下　今出川駅
JR　東福寺駅

ＪＯＣ
古都初詣で伏見稲荷大社から平安神宮へ　　　　　　５０
０選　26-02・06

10 京阪・JR　伏見稲荷駅 10:00 京阪　三条駅

4 土 関西協 らく ○ 京都初詣ウオーク 13
JR　京都駅・中央口　　　　　駅
前広場 ・ 東側

9:45 JR　稲荷駅

奈良県 特別 ○ 新春初詣“ 春日大社 ・ 若宮１５社 ”めぐり 10 JR　奈良駅 10:00 JR　奈良駅

神戸 Ａ例 ○ 神戸初詣ウオーク 13 JR　三ノ宮駅 ・ 東遊園地 10:00 JR　鷹取駅

5 日 大連合 Ａ例 ○ 神戸三社詣 12 JR　新長田駅 9:30 JR　三ノ宮駅

河内長野 例会 緑道ウオーク泉ヶ丘【 初詣ウオーク 】 11 泉北高速鉄道　泉ヶ丘駅 9:45 泉北高速鉄道　深井駅

京都府 例会 今年も無病息災健康祈願ウオーク 14 JR　梅小路京都西駅 9:45 京都地下鉄　今出川駅

ＪＯＣ 伊勢神宮初詣ウオーク　５００選　24-07 10 近鉄　伊勢市駅 10:00 伊勢神宮内宮

6 月 大和 特別 新春例会：世界遺産「 薬師寺 」 11 近鉄　西ノ京駅･薬師寺境内 9:45 近鉄　新大宮駅

7 火 近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-1 ）兵庫県稲美町 20 JR　土山駅 9:00 JR　土山駅

桜井 例会 ○ 道路幅約７０ｍの復元・朱雀門を初歩き 13 JR　奈良駅 10:00 JR　郡山駅

8 水 関西協 リ-ダ ○ 新年御利益初詣 10 JR　天満駅・扇町公園 10:00 JR　天満駅

9 木 近笑会 例会 ○ 浪花のえっべさんめぐり 13 JR　野田駅・吉野町公園 9:30 JR　新今宮駅

10 金 大和 特別
「奈良を歩こう」・１０日ウオーク　　　             　謹賀新
年：古都の初詣                                      「 春日大社
・ 二月堂 ・ 東大寺 ・ 興福寺 」

10 JR　奈良駅 ・ 改札口前 10:00 JR　奈良駅

11 土 大連合 ゆ-ほ ○ 新春パワースポットめぐり 10 JR　天満駅・扇町公園 10:00 JR　大正駅

神戸 Ｂ例 第２６回六甲山分割縦走① 17 山陽電鉄　須磨浦公園駅 9:30 神戸電鉄　鵯越駅

滋賀県 例会 ○ 新春の草津七福神巡り 10 JR　草津駅 9:30 JR　草津駅

12 日 大歩協
新春
大会

○
第２６回　ＪＲ環状線ウオーク　　　　　　　　　　【自由歩
行】【 参加費：千円・中学生以下無料 】

13
27

JR　大阪駅 梅田スカイビル
出発：8：15～9：15

8：00
～　9：

00

JR　天王寺駅　　　　　　梅田ｽｶ
ｲﾋﾞﾙ　JR　大阪駅

京都府 例会
皇后盃全国都道府県対抗女子駅伝応援ウオーク　    （
自由歩行 ・ 団体歩行 ）　　〈 健脚 〉

14
21

京都地下鉄　国際会館
宝ヶ池公園駅

9:45 西京極陸上競技場

加古川 定例 賢寿を求めて ・ 新春ウオーク 10 JR　加古川駅 ・ 北口 10:00 加古川公民会

13
月
祝

南大阪 定例 ○
新春例会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪七福神
巡りと住吉さんウオーク㉕

16 JR　玉造駅 ･ 東小橋北公園 8:45 住吉大社　JR　長居駅

オレンジ 特別 ○ 語り部シリーズ   《 神戸の神詣で 》 8 JR　新長田駅 10:00 JR　元町駅

京都府 ＫＷＡ ○ 第１７９回「泉湧寺七福神めぐり」ウオーク 10 JR　京都駅 9:45 JR　京都駅

14 火 近笑会 例会 ○ 潮風に青い海と工場群　六甲アイランド一周 15 JR　住吉駅 9:30 JR　住吉駅

15 水 関西協 のび ○ 鉄人２８号と神戸三社巡り 10 JR　新長田駅 ・ 若松公園 9:45 JR　三ノ宮駅

奈良県 例会 ○ 風に吹かれて“大和西和地区の田園地帯”を歩む 12 JR　大和小泉駅 9:30 JR　王寺駅

16 木 大歩協 平日 ○ 新春初詣 足守りの神様・服部天神宮で健脚祈願を！ 13 JR　新大阪駅 ・ 東口 9:45 JR　塚口駅

近笑会 例会 ○ 新春御利益ウオーク 12 JR　桃谷駅 ･ 桃谷公園 9:30 JR　北新地駅

17 金 神戸 特別 1.17ひょうごメモリアルウオーク（ 震災２５年 ）

18 土 南大阪 定例 街道てくてくウオーク①　東高野街道  ➊ 14 京阪　石清水八幡宮駅 9:45 京阪　郡津駅

大和 例会 ○ 新春 ： おこしやす ！ 京の花街 11
JR　京都駅 ･ 中央口
駅前広場東側

9:45 JR　二条駅

ＪＯＣ 近江商人のルーツを豊郷町へ　マンホールカード 10 JR　河瀬駅 10:00 JR　稲枝駅

19 日 大連合
会員
Ｂ

府県境を跨ぐ④
15
29

京阪　淀駅 9:00
京阪　枚方市駅　　　　　　京阪
守口市駅

大歩協 楽歩 ○ 日本一長い天神橋筋商店街を歩く 7　11 JR　大阪駅 ・ 中央北口 9:45
JR　天満駅　　　　　　　JR　大
阪城公園駅

関西協 月例 ○ 大阪国際女子マラソンウオーク
12
21

JR　長居駅 ・ 長居公園 9:15
JR　森ノ宮駅　　　　　　　JR/南
海/大阪メトロ　　　難波駅

オレンジ 日例 飛鳥に稲渕男綱・万葉飛び石・栢森女綱を訪ねて 14 近鉄　飛鳥駅 9:30 近鉄　飛鳥駅

近畿ブロック　２０２０ウオーキング予定表
２０２０年１１月１３日２１：００改訂



滋賀県 特別 ○ 琵琶湖一周健康ウオーキング２０１９⑫ 19 JR　能登川駅 9:00 JR　近江八幡駅

21 火 桜井 例会 ○ 開基・文智女王の遺品、出家の悲哀を物語る 11 JR　檪本駅（いちのもと） 10:00 JR　帯解駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　大津京駅

22 水 関西協 リ-ダ ○ 城北運河から鶴見緑地 10
JR　桜ノ宮駅・西口　　　　桜之
宮公園

10:00 JR　徳庵駅

23 木 近笑会 例会 ○ 浪花の狛犬巡り 11
JR　大阪城北詰駅　　　　　毛
馬桜之宮公園

9:30 JR　JR難波駅

京都府 平日 京の町並みめぐり 11 JR　花園駅 9:45 京都地下鉄　丸太町駅

25 土 大歩協 定例 ○
街道シリーズⒶ　京街道ウオーク

“ 京橋から守口 ・ 枚方宿へ ”

11
22

JR　京橋駅 ・ 北口 9:45
大阪メトロ　大日駅　　　　京阪
枚方市駅  JR 長尾駅

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ ！（ 12-1 ）　　　　　　　　　　　【 団体歩
行 】３つの幹線道で南へまい進

31 JR　森ノ宮駅・森ノ宮公園 9:00 JR　和泉府中駅

奈良県 特別 ○
第１回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク              だる
ま発祥の地から香芝逢坂 ・ 穴虫を巡る

13 JR　王寺駅 9:30 JR　香芝駅

神戸
Ａ　Ｂ

Ｃ
○

第６回　ＪＲ・神戸線ウオーク　　　　　　　　　（ 全コース自
由歩行 ）

12
23
31

JR　舞子駅 ・ 舞子公園 9:30
JR　新長田駅　　　　　　JR　六
甲道駅　　　　　　JR　芦屋駅

26 日 浪速歩 例会 【 平地 】水辺ウオーク　夙川 ～ 尼崎
10
19

阪急　夙川駅 10:00
浜甲子園運動公園前　　　阪
神　尼崎駅

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-1 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：00

河内長野 例会 ○
鉄道支線を歩く  【 ＪＲゆめ咲線  】　　　　　　　大阪湾岸
ウオーク認定例会

13 JR　西九条駅 9:45 JR　JR難波駅

加古川 例会 ○ 兵庫七福神を訪ねて 10 JR　兵庫駅  ・ 駅南公園 10:00 JR　神戸駅

28 火 近笑会 例会 ○
寝屋川流域の川を歩こう会（ 6-1 ）　　　　　　　　寝屋川
支流より下ろう ！

14 JR　星田駅・西口 9:30 JR　住道駅

29 水 関西協 リ-ダ ○ 熊野街道と大坂の陣史跡散策 10 JR　大阪駅 ･大阪市役所南側 10:00 大道南公園    JR　寺田町駅

31 金 オレンジ 特別 ２大古墳 ・ 仁徳天皇陵古墳 ・ 応神天皇陵墳を歩く 21 南海　堺東駅 9:30 近鉄　古市駅



　２月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 土 南大阪 会員 会員総会ウオーク　※　会員のみ対象

奈良県 例会 ○
龍王山歴史の道　　　　　　　　　　　　　　　　　“ ダムルー
トから崇神ルート ”を巡る

16 JR/近鉄　天理駅 9:30 JR　柳本駅

京都府
ビギ
ナー

おたべ工場と京都市市民防災センター（ ６０名 ）
ﾋﾞｷﾞﾅ-

6
JR　京都駅 9:45 JR　京都駅　八条口

神戸 Ｂ例 ○ 山麓リボンの道① 14
JR　甲南山手駅 　　　　　 駅南
側 ・ 和ひろば

10:00 JR　灘駅

ＪＯＣ 会員 フグ満喫　５００選　18-11・10 20 JR　近江今津駅

2 日 大連合 Ａ例 ○ 太古の河内湾岸探訪 17 JR　野崎駅 9:30 JR　長瀬駅

浪速歩 例会 【 平地 】浪速の公園巡り 11 JR　森ノ宮駅 10:00 JR　福島駅

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-2 ）
福は ～ うち ！  節分ウオーク

10 JR　南田辺駅 ・ 長池公園 9:30 ＪＲ　我孫子町駅

滋賀県 特別 ○ 琵琶湖一周健康ウオーキング２０１９　⑬ 20 JR　近江八幡駅 9:30 JR　堅田駅

ＪＯＣ 会員 フグ満喫

3 月 オレンジ 特別 ○
語り部シリーズ                                                    《
戦国時代の北摂･城跡と寺内町 》

8 JR　茨木駅 10:00 JR　摂津富田駅

4 火 近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-2 ）奈良県橿原市 20
近鉄　橿原神宮前駅
駅前広場

9:00 JR　畝傍駅

桜井 例会 ○ 夥
オビタダ

しい文書
ブンショ

を内蔵
ナイゾウ

する「 国宝
コクホウ

･木造
モクゾウ

叡
エイ

尊
ソン

坐像
ザゾウ

 」
10
17

JR　奈良駅 9:30
近鉄　尼ヶ辻駅　　　　　JR　奈
良駅

5 水 関西協 リ-ダ ○ 大河越えて吹田の浜屋敷へ 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　吹田駅

6 木 近笑会 例会 ○ 大阪市内漫遊記（ 6- 1 ） 北区 13 JR　天満駅 ･ 扇町公園 9:30 JR　大阪駅

大和 総会 総会 ＆ ウオーク

8 土 神戸
Ａ例Ｂ
例

第１８回春一番武庫川バレンタインウオーク　　　　自由
歩行・先着200名様ﾁｮｺﾚｰﾄ進呈

12
21

阪神　武庫川駅 ・ 東岸 9:30
阪急　逆瀬川駅　　　　　阪神
武庫川駅・西岸

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【久留米・高良山コー
ス】

大阪南港

9 日 大連合
会員
Ｂ

飛鳥京から平安京をめざして④
19
28

JR　京田辺駅 9:00
京阪　淀駅　　　　　　　JR　向
日町駅

大歩協 定例 ○ お城めぐり①　大阪城から尼崎城へ
12
18

JR　森ノ宮駅 ・ 北口 9:45
JR　御幣島駅　　　　　　　JR
尼崎駅

関西協 月例 ○ 大和川越えて仁徳御陵へ
10
16

JR　長居駅・長居公園 9:15
JR　堺市駅
JR/南海　三国ヶ丘駅

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【久留米・高良山コー
ス】

10 新門司港

河内長野 例会 大阪湾岸ウオーク ⑤【 波除公園 ～ 堺駅 】 15
JR/大阪メトロ　弁天町駅　波除
公園

9:45 南海　堺駅

京都府 例会
明智光秀①　敵は本能寺にあり（自由歩行）
ちょっと早いバレンタインデー
（先着500名にチョコレート・缶バッジ進呈）

12 JR　桂川駅 9:45 京都地下鉄　京都市役所前駅

加古川 例会 ○ 播磨四国八十八ヶ所霊場巡り【 健脚向き 】 15 JR　御着駅 10:00 JR　英賀保駅

10 月 オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【みやま・清水山コー
ス】

12 新門司港

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク　　　　　　　　　　　「 大
和（ おおやまと ）神社 ー 御田植祭 」見学　早春の里
山 ：「 山の辺の道 」を行く

10 JR/近鉄　天理駅 10:00 JR　長柄駅

11
火
祝

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【みやま・清水山コー
ス】

12 新門司港 大阪南港

近笑会 例会 ○ 優勝祈願ウオーク 10
JR　西宮駅　　　　　　　　東川
親水南公園

9:30 JR　甲子園口駅

滋賀県 例会 ○ 冬の酒蔵めぐり 12 JR　三雲駅 9:30 JR　石部駅

ＪＯＣ 雪の比良山の菜の花Ｗ　５００選　25-05 17 JR　守山駅 10:00 JR　堅田駅

12 水 関西協 リ-ダ ○ 暗越奈良街道と菅笠ゆかりの地を巡る 10 JR　玉造駅 ･ 東小橋北公園 10:00 JR　森ノ宮駅

奈良県 例会
“ 聖徳太子の道（ 筋違道 ）”                            を法
隆寺から磯城の里へ

14 JR　法隆寺駅 9:30 近鉄　田原本駅

13 木 南大阪
ミステ
リー

第４５回　大日～野江内代 12 大阪メトロ　大日駅 9:30

15 土 大連合 ゆ-ほ ○
“ おとぎばなし ”シリーズ  一寸法師　　　　　　　（ 誕生
編 ）

10 JR　長居駅・長居公園 10:00 JR　我孫子町駅

南大阪 定例 街道てくてくウオーク②　東高野街道  ➋ 13 京阪　郡津駅 9:45 JR　野崎駅

オレンジ 土例 ○
大阪ええとこ、あるいてみまへんか ！　　　　　　　　　《
住吉区・万葉緑りの地へ 》

14 JR　鶴ヶ丘駅 9:30 JR　長居駅

神戸 Ｂ例 第２６回六甲山分割縦走② 11 神戸電鉄　鵯越駅 9:30 ＪＲ　新神戸駅

16 日 浪速歩 例会 【 峠 】布目川遡行・布目ダムへ 33 JR　笠置駅 8:40 近鉄　奈良駅



大歩協 楽歩 ○
大阪五低山！　ぶらぶらてくてく①　　　　　　　　（ 聖天
山 ・ 帝塚山 ）

7
10

JR　新今宮駅 ・ 通天閣口 9:45
シティーバス　府立総合医療セン
ター停　　　　　　　　　　　JR　鶴ヶ
丘駅

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-2 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：30

ＪＯＣ
東海道五十三次・草津の宿　　　　　　　　　　　　　ちょ
こっと石部までお散歩

10 JR　草津駅 10:00 JR　石部駅

18 火 桜井 例会 ○ 桜井 ･ 茶臼山古墳は四道将軍・大彦命の墓 ？ 12 JR　桜井駅 10:00 JR　桜井駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　石山駅

19 水 関西協 のび ○ 春日参道からささやきの小径 11 JR　奈良駅・駅前広場 9:45 JR　帯解駅

20 木 近笑会 例会 ○ 堺の名所旧跡めぐり 12 JR　堺市駅・東雲公園 9:30 JR　三国ヶ丘駅

22 土 近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ ！（ 12-2 ）　　　　　　　　　　　【 団体歩
行 】　鳳 ～ 日根野

30 JR　鳳駅・鳳公園 9:00 JR　日根野駅

京都府 総会 ○
【 総会ウオーク 】　　　　　　　　　　　　　　　　牛若丸と弁
慶の出会い散策ウオーク

14 JR　二条駅 9:45 JR　京都駅

奈良県 例会 歓喜の湯（ 足湯 ）と上田酒造見学 10 近鉄　生駒駅 9:30 近鉄　一分駅

23
日
祝

大連合 総会 ＆ ウオーク

大歩協 会員 第２８回　定期総会ウオーク（ 会員様限定 ） 詳細は後日通知

関西協 らく ○ 長瀬川と久宝寺緑地ウオーク 11 JR　高井田中央駅・布施公園 9:45 JR　久宝寺駅

河内長野 例会 ○ 百舌鳥古市古墳群世界遺産登録記念ウオーク 12 JR　上野芝駅 9:45 JR/南海　三国ヶ丘駅

加古川 例会 新舞子海岸・綾部梅林のみち　【 健脚向き 】 14 山陽電鉄　網干駅 10:00 JR　網干駅

ＪＯＣ 香芝町の町を相撲甚句にひかれ関屋の町へ 10 近鉄　大和高田駅 10:00 近鉄　関屋駅

25 火 近笑会 例会 ○ 和洋文化が混在する街・芦屋市 11 JR　芦屋駅 9:30 JR　芦屋駅

京都府 ＫＷＡ 第１８０回　「北野天満宮梅花祭」観賞ウオーク 14 JR　京都駅 9:45 JR　円町駅

26 水 関西協 リ-ダ ○ アートと道頓堀ウオーク 10 JR　大阪駅 ･大阪市役所南側 10:00 JR　野田駅

27 木 大歩協 平日
古墳めぐり①　　　　　　　　　　　　　　　　　　世界遺産 ・
古市古墳群と道明寺天満宮の梅

11 近鉄　藤井寺駅 9:45 近鉄　道明寺駅

近笑会 例会 ○ 松尾大社から祈りと信仰の道 13 JR　嵯峨嵐山駅 9:30 JR　桂川駅

28 金 南大阪 特別 古市古墳群（１）を歩く 13 近鉄　古市駅 9:30 近鉄　古市駅

大和 例会 ○ 梅が織りなす・大阪の早春 10 JR　森ノ宮駅・北出口 9:45 JR　大阪駅

29 土 奈良県 特別 ○
第２回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク　　　　　　当麻
の里から葛城山麓を巡る

15 JR　香芝駅 9:30 JR　御所駅

神戸 Ａ例 （ 花シリーズ ）①　大阪市の観梅巡る 14 JR　北新地駅・中之島公園 10:00 大阪メトロ　鶴見緑地駅

ＪＯＣ 京都御所迎賓館拝観＆京都御所の梅林が満喫 10 JR　京都駅 10:00 現地解散



　３月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 日 大連合 Ａ例 泉北緑道と観梅 13 泉北高速鉄道　泉ヶ丘駅 9:30 泉北高速鉄道　光明池駅

浪速歩 例会 【 平地 】京都大回り・千日回峰行ウオーク 25 叡電電鉄　修学院駅 9:00 京阪　出町柳駅

関西協 らく ○ 花シリーズ（ 6-1 ）「 梅 」大阪城梅林観賞 11
JR　森ノ宮駅　　　　　　　　森ノ
宮噴水北側広場

9:45
JR　天満駅　　　　　　　大阪メト
ロ　扇町駅

オレンジ 日例 ○ 《 菅原道真ゆかりの地を巡る 》京都上る、下る 12 JR　円町駅 9:30 JR　京都駅

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-3 ）
天神さんと梅の花

13 JR　西九条駅・西九条西公園 9:30 JR　大阪城公園駅

滋賀県 総会ウオーク 10 JR　草津駅 9:30 JR　野洲駅

3 火 近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-3 ）　 滋賀県大津市 20 JR　大津駅 ･ 駅前広場 9:00 JR　唐崎駅

京都府 ＫＷＡ 第１８１回「三十三間堂無料拝観」ウオーク 10 JR　京都駅 9:45 JR　京都駅

桜井 例会 ○ 豪壮且つ重厚　道修町の豪邸・小西家住宅 10 JR　北新地駅・東口 10:00 JR　大阪城公園駅

4 水 関西協 リ-ダ ○ 大阪城梅林を訪ねて 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　桜ノ宮駅

5 木 南大阪
ミステ
リー

第４６回　太子橋今市～関目高殿 11 大阪メトロ　太子橋今市駅 9:30

7 土 京都 特別
京都ツーデーウオーク（自由歩行）「別途大会案内・申
込書によってお知らせします」

JR　梅小路京都西駅　　　　梅
小路公園

梅小路公園

神戸 Ａ例 ○ 中山寺と巡礼街道を歩く 10 JR　川西池田駅 10:00 JR　宝塚駅

8 日 京都 特別
京都ツーデーウオーク（自由歩行）「別途大会案内・申
込書によってお知らせします」

JR　梅小路京都西駅　　　　梅
小路公園

梅小路公園

9 月 京都府
せっかくウオーク「別途大会案内・申込書によってお知
らせします」

別途 別途 別途 別途

10 火 近笑会 例会 ○
寝屋川流域の川を歩こう会（ 6-2 ）　　　　　　　昔の面影
が少ない大川合流地へ

12 JR　住道駅・末広公園 9:30 JR　大阪城北詰駅

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク 　　　　　　　　ようこそ、
大和郡山へ ！ 観梅ウオーク　　　　　　「 郡山城跡 ・ し
だれ梅 」＆「 みんぱく梅林 」

10 JR　郡山駅 ・ 西口 10:00 JR　郡山駅

11 水 関西協 リ-ダ ○ 熊野街道と住吉街道 10
JR　寺田町駅 ･ 南口
大道南公園

10:00 JR　長居駅

12 木 大歩協 平日 ○
花めぐり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穂谷川の“
河津桜 ”と山田池公園を歩く

10 JR　長尾駅 9:45 JR　藤阪駅

近笑会 例会 ○ ああ 甲子園　選抜高校野球開幕 10 JR　甲子園口駅・御代開公園 9:30 JR　西宮駅

13 金 大和 例会 ○ 晴は城陽から：１万本の梅まつり 12 JR　城陽駅 9:45 JR　山城青谷駅

ＪＯＣ
福井県マンホールカード全域　５００選01・02・03・04・
05・06・07・08・10・11

30 JR　京都駅 8:45

14 土 大連合 ゆ-ほ ○ 喜連瓜破（ きれうりわり ）あっちこっち 10 JR　久宝寺駅 10:00 JR　長居駅

南大阪 定例 街道てくてくウオーク③　東高野街道  ➌ 13 JR　野崎駅 9:45 近鉄　服部川駅

近笑会 例会 ○ 淀の河津桜　鑑賞ウオーク 13 JR　長岡京駅 9:30 JR　長岡京駅

奈良県 総会ウオーク 詳細は後日案内

神戸 Ａ例 ○ 山麓リボンの道② 14 JR　灘駅北側 ・ 駅前広場 10:00 JR　神戸駅

ＪＯＣ
福井県マンホールカード全域　５００選01・02・03・04・
05・06・07・08・10・11

30 8:45 JR　京都駅

15 日 大歩協 楽歩 ○
まぼろしの浪華の名橋からとんぼり                      リ
バーウオークを歩く

7
11

JR　大正駅 9:45
大阪メトロ　谷町九丁目駅　JR
森ノ宮駅

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-3 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40
JR　森ノ宮駅～17：00

河内長野 例会 大阪湾岸ウオーク ⑥　【 堺駅 ～ 泉大津駅 】 13 南海　堺駅 9:45 南海　泉大津駅

京都府 例会 ○
明智光秀②　天下分け目の山崎合戦（自由歩行）　（先
着500名に缶バッジ進呈）

13 JR　山崎駅 9:45 JR　長岡京駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０１９⑭ 18 JR　堅田駅 9:00 JR　大津駅

17 火 滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　石山駅

18 水 関西協 のび ○ 阪奈県境明神山から尼寺（ にんじ ）廃寺 12 JR　王寺駅・王寺東公園 9:45 JR　王寺駅

20
金
祝

オレンジ 例会 ○
青春１８・びわ湖１０８霊場/【 スカーレット 】
信楽の郷第８８番 王桂寺へ

12
信楽高原鉄道　　　　　　　　紫
香楽宮跡駅

10:45 信楽高原鉄道　信楽駅

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ ！（ 12-3 ）　　　　　　　　　　　【団体歩
行】お嫌いですか ？ Ｄ難度　河内飯盛山

26 JR　放出駅・放出駅南公園 9:00 JR　河内磐船駅

神戸 ゆＷ ○
アーモンドの花をゆったりウオーク　　　　　　　　（ 会員
無料、一般・他協会３００円 ）

7
JR　甲南山手駅　　　　　　　駅
南側 ・ 和ひろば

9:30 JR　摂津本山駅

大和 例会 ○ 「 陸・海・空 」を身近で感じる大阪ベイエリア 13 JR　桜島駅 9:45 JR ユニバーサルシティ駅

21 土 大歩協 悠遊 ○ なにわの渡船めぐりツーデー① 13 JR　芦原橋駅 ・ 南口 9:45 JR　大正駅

関西協 特別 京街道を東海道基点 ①　三条大橋まで 22
京阪　淀屋橋駅　　　　　大阪
市役所前

9:00 京阪　枚方公園駅

奈良県 例会
〈 四季めぐり ・ 春 〉明日香路から高取町          “ 町屋
の雛めぐり ”

11 近鉄　飛鳥駅 9:30 近鉄　壺阪山駅

神戸 会員 第２８回総会及び 総会ウオーク 10 JR　鷹取駅 ・ 北側広場 10:00 シーバル須磨（ 総会 ）



22 日 大連合 Ｃ例 ○ 大阪マラソンＮＥＷコースを歩く
20
42

JR　大阪城公園駅 8:30
大阪メトロ　岸里駅　　　JR　大
阪城公園駅

大歩協 悠遊 ○ なにわの渡船めぐりツーデー② 14 JR　大正駅 9:45 JR　桜島駅

浪速歩 例会 【 山 】三草山から歴史街道（ 多田銀山 ）ウオーク 27 能勢電鉄　日生中央駅 9:00 能勢電鉄　日生中央駅

河内長野 例会
百舌鳥古市古墳群世界遺産登録記念ウオーク         【
昼食はゴール後 】

11 近鉄　道明寺駅 9:15 近鉄　古市駅

滋賀県 定例 ○ 武庫川渓谷を往く　【 要懐中電灯 】 12 JR　宝塚駅 10:00 JR　武田尾駅

加古川 定例 ○ 長坂寺遺跡と秀吉のみち 12 JR　魚住駅 10:00 JR　大久保駅

25 水 関西協 リ-ダ ○ 隧道と川辺散策 10 JR　大阪駅 ･大阪市役所南側 10:00 JR　JR難波駅前

26 木 大歩協 平日 ○
花めぐり　　                                                     鶴見
緑地の“ アーモンドの花 ”を見に行こう ！

13 JR　桜ノ宮駅 ・ 西口 9:45 JR　京橋駅

近笑会 例会 ○ 懐かしい風景を楽しみながら平野を歩く 11 JR　平野駅 ･ 平野北公園 9:30 JR　加美駅

神戸 受託
ポーアイ・六アイアイライナーウオーク　アーモンド並木
とチューリップ祭りを見に行こう！

12 JR　甲南山手駅　　　　　　　 10:00
六甲アイランド　　　　　アイラン
ドセンター駅

27 金 河内長野 特別 西高野街道・百舌鳥古墳群を歩く 15 南海　大阪狭山市駅 9:30 JR　百舌鳥駅

28 土 南大阪 定例 ○ 高槻の歴史街道を歩こう 12 JR　茨木駅　東口駅前広場 9:45 JR　摂津富田駅

オレンジ 土例 ○ 令和！万葉ゆかりの里めぐり 15 JR　桜井駅 9:30 JR　香久山駅

奈良県 特別 ○
第３回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク
神話のふるさと
“ 古道・葛城の道から巨勢の道 ”を行く

18 JR　御所駅 9:30 JR/近鉄　吉野口駅

神戸 Ｂ例 第２６回六甲山分割縦走③ 13 JR　新神戸駅 9:30 六甲山 ・ 記念碑台

29 日 関西協 月例 ○ 緑道と大河淀川展望
10
17

JR　天満駅 ･ 扇町公園 9:15
JR　塚本駅　　　　　　　JR　西
九条駅

京都府 例会 ○ 大仏鉄道とクローバー牧場 13 JR　奈良駅 9:45 JR　加茂駅

滋賀県 例会 小関越え・観桜の径 16 JR　大津駅 9:30 京都地下　蹴上駅

加古川 例会 ○
宝珠山ハイクと坂越から赤穂へのみち
【 健脚向き 】

13 JR　坂越駅 10:00 JR　播州赤穂駅

ＪＯＣ
琵琶湖湖畔のさくらとマンホール＆歴町カードウオーク
５００選　25-01

15 JR　長浜駅 10:00 JR　彦根駅

31 火 オレンジ 火例 さくら・桜・さくらシリーズ  《 背割堤編 》 14 JR　向日町駅 10:00 京阪　八幡市駅

近笑会 例会 ○ 星田妙見川　観桜ウオーク 12 JR　河内磐船駅 9:30 JR　寝屋川公園駅

桜井 例会 ○ 秘仏 ･ 本尊十一面観音菩薩移送の道を辿る 14 JR　桜井駅 10:00 JR　桜井駅



　４月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 水 関西協 リ-ダ ○ 春爛漫八百八橋 ①  桜花観賞 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　大阪駅前

ＪＯＣ 五条川のお花見ウオーク　５００選　25-01 15 名鉄　岩倉駅 10:00 羽黒駅

2 木 大歩協 平日 ○
花めぐり　                                                          くろ
んど園地の “ かたくりとミズバショウ ”　　　　　【 山道を
歩きます 】

13 JR　河内磐船駅 9:45 JR　河内磐船駅

近笑会 例会 ○ 春爛漫　さくらウオーク 13 JR　大正駅・大正橋公園 9:30 JR　森ノ宮駅

京都府 平日 京の五川散策ウオーク 14 JR　京都駅 9:45 京都地下鉄　北大路駅

3 金 近笑会 例会 ○ 向日市のさくらの名所めぐり 10 JR　向日町駅・ふれあい広場 9:30 JR　向日町駅

大和 例会 ○ 桜 ･ 桜 ･ 桜　古都 ･ 奈良の花見 13 JR　奈良駅 ･ 改口札前 9:45 JR　郡山駅

滋賀県 歩育 歩育ウオーク JR　長浜駅 10:00 ヤンマーミュージアム

4 土 大連合 ゆ-ほ ○ 世界文化遺産　百舌鳥古墳群の桜 10 JR　堺市駅・東雲公園 10:00 JR　上野芝駅

大歩協 定例 ○ お城めぐり②　塚口城から池田城へ
8
15

JR　塚口駅 9:45 JR　川西池田駅

関西協 らく ○
花シリーズ（ 6-2 ）「 桜 」　　　　　　　　　　　　　　なにわ
の桜 ･ 桜 ･ 桜

13
JR　森ノ宮駅　　　　　　　森ノ宮
噴水北側広場

9:45 JR　福島駅

奈良県 例会
“ 聖徳太子の道（ 筋違道 ）”　　　　　　　　　　を磯城の
里から飛鳥へ

16 近鉄　田原本駅 9:30 近鉄　飛鳥駅

京都府
ステ－
ション 琵琶湖疏水と醍醐寺ウオーク

WST
15

JR　山科駅 9:45 京都地下鉄　醍醐寺駅

神戸 Ａ例
（ 花シリーズ ）②　　　　　　　　　　　　　　　　　　摂津の国
の歴史と４００ｍのトンネル

11 阪急　摂津市駅 10:00 JR　千里丘駅

5 日 大連合 Ａ例 北摂里山街道の桜 15 能勢電鉄　妙見口駅 9:30 能勢電鉄　日生中央駅

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-4 ）
さくら舞吹雪ウオーク

12 JR　久宝寺駅 9:30 JR　長居駅

河内長野 例会 南河内石川チャレンジウオーク
13
20

南海/近鉄　河内長野駅 9:45
石川河川敷喜志駅付近
リビエールホール
JR　柏原駅/近鉄　安堂駅

京都府 例会 ○ 亀岡散策ウオーク 14 JR　亀岡駅 9:45 JR　亀岡駅

滋賀県 例会 ○ 星のブランコ 11 JR　河内磐船駅 10:00 JR　河内磐船駅

加古川 定例
【 定例会 】 加古川ツーデーマーチ関連ウオーキング
① 総会 ＋ 寺田池観桜ウオーク

10
JR　加古川駅
加古川市役所玄関前

9:30 JR　東加古川駅

7 火 オレンジ 火例 ○ さくら・桜・さくらシリーズ日本百選《 姫路城編 》 10 JR　姫路駅 10:00 JR　姫路駅

近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-4 ） 和歌山県和歌山市 20 JR　紀三井寺駅 9:00 JR　紀三井寺駅

桜井 例会 ○ 幕末の名奉行・川路聖謨の「植桜楓之碑」を観る 10 JR　奈良駅 10:00 JR　奈良駅

8 水 京都府
ビギ
ナー

大阪造幣局と中之島の近代建築遺産めぐり　　　　　（ ５
０名 ）

歩育
6

JR　桜ノ宮駅 9:45 JR　大阪駅前

9 木 南大阪
ミステ
リー

第４７回　千林大宮～天神橋筋 10
大阪メトロ　千林大宮駅
森小路公園

9:30

10 金 オレンジ 会員
四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　舟戸→四万十川源
流地点→舟戸

10

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク 　　　　　　　藤原京 ・
新花園へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５０万本の「
菜の花 」 ＆ 「 桜並木 」

10 JR　畝傍駅 10:00 JR　桜井駅

滋賀県 例会 ○ 海津観桜ウオーク 12 JR　マキノ駅 10:00 JR　マキノ駅

11 土 関西協 特別 京街道を東海道基点　三条大橋まで ② 22 京阪　枚方公園駅 9:00 京阪　中書島駅

南大阪 定例 枚方市と交野市の自然をもとめて 12 京阪　牧野駅 9:45 京阪　交野駅

オレンジ 会員
四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　舟戸→①高樋沈下
橋→②久万秋沈下橋→　　　　　　大野見町役場

15

河内長野 例会
日本遺産認定記念　観心寺を訪ねる
【 ウオーキング後 総会 】

10 南海　三日市町駅 9:45 南海/近鉄　河内長野駅

奈良県 例会 国内最大級の交野吊橋“ 星のブランコ ”へ 14 近鉄　生駒駅 9:30 近鉄　生駒駅

神戸 Ｃ例 ○ 小野アルプス縦走 17 JR　市場駅 10:00 JR　小野町駅

ＪＯＣ 御苑のさくらと今日のさくら満喫　５００選26-02 10 JR　京都駅 10:00 京都御所

12 日 南大阪 受託 和泉の古刹と風光明媚な水辺を散策 13 泉北高速鉄道　和泉中央駅 9:45 泉北高速鉄道　光明池駅

オレンジ 会員
四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　大野見町役場→③
長野沈下橋④1斗俵沈下橋→　　　　　　米奥農協前

16

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-4 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：00

京都府 例会
明智光秀③　光秀の最後（自由歩行）　　　　　　　（先着
500名に缶バッジ進呈）

15 JR　六地蔵駅 9:45 京都地下鉄　東山駅

13 月 関西協 リ-ダ ○ 造幣局・桜の通り抜け 10 JR　大阪駅 ･大阪市役所南側 10:00 JR　桜ノ宮駅　　　　　　



14 火 桜井 例会 ○ カリヨンの丘は絢爛豪華なチューリップの楽園 13 JR　高田駅 10:00 JR　五位堂駅

16 木 大歩協 平日 ○ なにわの “ いにしえの名水 ” めぐり 14 JR　寺田町駅 ・ 南口 9:45 JR　大阪城公園駅

近笑会 例会 ○ 大阪市内漫遊記（ 6-2 ） 都島区 11 JR　桜ノ宮駅・桜之宮公園 9:30 JR　京橋駅

17 金 河内長野 特別 東高野街道 ・ 古市古墳群を歩く 14 近鉄　喜志駅 9:30 JR/近鉄　柏原駅

18 土 奈良 特別 大和路まほろばツーデーウオーク

オレンジ 土例 ○
大阪ええとこ、あるいてみまへんか ！
《 大正区一周旧跡めぐり 》

14 JR　大正駅 9:30 JR　大正駅

19 日 奈良 特別 大和路まほろばツーデーウオーク

神戸 ＫＢＣ ＫＢＣ/ＷＭＧ神戸大会 16
JR　六甲道駅
六甲風の郷公園

9:30 神戸電鉄　有馬温泉駅

浪速歩 例会 【 山 】　丹波里山と陶の郷を歩く 13 JR　草野駅 9:00 JR　草野駅

加古川 定例 新緑の播磨路「小野」を訪ねて ② 〈 健脚向き 〉 13 JR　市場駅 9:00 JR　市場駅

ＪＯＣ
国宝姫路城散策の道と満喫の芝桜観賞　　　　　　　５０
０選28-02

10 JR　姫路駅 10:00 JR　姫路駅

21 火 神戸 楽歩 ○
兵庫津の道・七福神と西国街道　　　　　　　　　　（ 会
員・非会員共に３００円・ＩＶＶ有 ）

10 JR　神戸駅 ・ 中央口北側 10:00 JR　神戸駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　瀬田駅

22 水 関西協 リ-ダ ○ 野田藤観賞 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　西九条駅

京都府
ビギ
ナー

大阪造幣局と中之島の近代建築遺産めぐり　　　　　（ ５
０名 ）

ビギナー

６ JR　桜ノ宮駅 ・ 西口　　　　　　　　　　9:45 JR　大阪駅

24 金 大和 例会 ○ 真紅に染まる：長岡天満宮 12 JR　向日町駅・ふれあい広場 9:45 JR　長岡京駅

25 土 大連合 ゆ-ほ ○ 花咲いてるかな ～ ネモフィラ 12 JR　放出駅 10:00 JR　城北公園通駅

南大阪 定例 街道てくてくウオーク ④　東高野街道  ➍ 13 近鉄　服部川駅 9:45 近鉄　古市駅

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ ！（ 12-4 ）　　　　　　　　　　【 団体歩行
】　祝！世界文化遺産登録

26 JR　堺市駅・東雲公園 9:00 JR　鳳駅

奈良県 特別
第４回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク　　　　　巨勢
の道から土佐街道を経て明日香の里へ

13 JR/近鉄　吉野口駅 9:30 近鉄　飛鳥駅

神戸 ゆＷ ○
鳥羽水環境保全センターを訪ねて　　　　　　　　　　（ 会
員無料、一般 ・ 他協会３００円 ）

8 JR　向日町駅・駅前広場 10:00 JR　桂川駅

26 日 大歩協 楽歩 ○ かっての大坂の海の玄関を訪ねて歩く
7
10

JR　福島駅 9:45
シティーバス伝法停　　　　　JR
西九条駅

浪速歩 例会 【 山 】大和三山に登る 15 近鉄　大和八木駅 9:30 近鉄　八木西口駅

関西協 月例 ○ 淀川チャレンジウオーク
12
22
40

JR　桜ノ宮駅・西口
毛馬桜之宮公園

8:30 JR　桜ノ宮駅

オレンジ 日例 ○ 《 堀川と鴨川の水辺を歩く 》 京都上る、下る 14 JR　二条駅 9:30 JR　京都駅

京都府 ＫＷＡ 第１８２回　「松尾大社神幸祭」鑑賞ウオーク 13
JR　嵯峨嵐山駅　　　　　　嵐山
中ノ島公園

8:45 JR　京都駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０① JR　大津駅 JR　瀬田駅

28 火 近笑会 例会 ○ 鯉のハレルヤ 10 JR　高槻駅・芥川公園 9:30 JR　高槻駅

桜井 例会 ○ 六万枚の使用瓦と千三百枚出土の文字瓦 13 JR　百舌鳥駅 10:00 JR　百舌鳥駅

29
水
祝

大連合 Ｃ特 大阪七低山チャレンジウオーク２０２０
15
25

JR　森ノ宮駅 9:00
大阪メトロ　玉出駅　　　JR　桜
島駅

関西協 のび ○ 京都 ･ 鳥羽の藤と社寺巡り 12
JR　桂川駅　　　　　　　　　久世
高田第三公園

9:45 JR　藤森駅

京都府
ステー
ション 長岡天満宮　つつじ鑑賞ウオーク

WST
15

JR　長岡京駅 9:45 ナガオカスポーツ

神戸 Ｂ例 第２６回六甲山分割縦走④ 22 六甲山 ・ 記念碑台 9:30 JR/阪急　宝塚駅

ＪＯＣ
花桃の里昼神の森＆満天の星空観察とウオーカーの聖
地信濃比叡へ　５００選

JR　名古屋駅

30 木 近笑会 例会 ○ 浅香のツツジ彩る脇役たち 13 JR　長居駅・長居公園 9:30 JR　浅香駅

ＪＯＣ
花桃の里昼神の森＆満天の星空観察とウオーカーの聖
地信濃比叡へ　５００選

JR　名古屋駅



　５月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

2 土 大歩協 悠遊 ○
花めぐり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪の寺町か
ら“ 野田藤 ” の里へ

11 JR　天王寺駅 ・ 中央口 9:45 JR　福島駅

奈良県 例会 ○ 当尾の里“ 石仏めぐ ”から大仏鉄道遺構へ 17 JR　加茂駅 9:30 JR　平城山駅

神戸 Ａ例 ○ （ 花シリーズ ）③　野田の藤と福島を巡る 10 JR　野田駅 ・ 吉野町公園 10:00
グランフロント大阪駅前
JR　大阪駅

ＪＯＣ
霧島つつじとサントリービール　　　　　　　　　　５００選
26-01・11

13 阪急　東向日駅 10:00 現地解散

3
日
祝

関西協 らく ○
花シリーズ（ 6-3 ）「 ツツジ 」　　　　　　　　　浅香山浄水
場のツツジを訪ねて

12 JR　長居駅・長居公園 9:45 JR　堺市駅

南大阪 受託
パノラマビューと泉北の歴史探訪・　　　　　　　　自然ウ
オッチング

12
泉北高速鉄道
栂・美木多駅

9:45 泉北高速鉄道　泉ヶ丘駅

京都府
ステー
ション 光秀まつりと亀山城城下町ウオーク

WST
13

JR　亀岡駅 9:45 JR　亀岡駅

4
月
祝

京都府
ステー
ション 桂川 ・ 東海自然歩道めぐりウオーク

WST
14

阪急　西京極駅 9:45
京都アクアリーナ            （ ミ
ズノ　）

大和 例会 ○ 神の山 ！　新緑の「 春日山原始林 」周遊 17 JR　奈良駅・改札口前 9:00 JR　奈良駅

5
火
祝

大歩協 悠遊 ○
古墳めぐり②　　　　　　　　　　　　　　　　　　北摂の古墳
群と１０００匹の鯉のぼり

13 JR　高槻駅 ・ きた西口 9:45 JR　茨木駅

近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-5 ） 京都府宇治市 20 JR　JR小倉駅 9:00 京阪　宇治駅

河内長野 例会 ○ 大阪湾岸ウオーク ① JR  明石駅 ～ JR  須磨駅 】 13 JR　明石駅 9:45 JR　須磨駅

6
水
振

関西協 リ-ダ ○ 水都大阪八百八橋 ② バラ園観賞 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　大阪駅前

オレンジ 特別
青春１８・びわ湖１０８霊場　　　　　　　　　　　　　　　　　第
６０番 高源寺と多賀大社巡り

12 近江鉄道　多賀大社前駅 10:00 近江鉄道　多賀大社前駅

京都府 例会 ラジオ塔遺構ウオーク　〈 健脚 〉 20 JR　円町駅 8:45 京都地下鉄　四条駅

神戸 楽歩 ○ 山麓リボンの道③ 15 JR　神戸駅 ・ 大倉山公園 10:00 JR　須磨駅

7 木 南大阪
ミステ
リー

第４８回　南森町～天王寺 11
大阪メトロ　南森町駅　　　　大
阪天満宮

9:30

9 土 滋賀 特別 びわ湖長浜ツーデーマーチ

大連合 ゆ-ほ ○ 復活ＬＯＶＥと かきつばた 12 JR　堺市駅・東雲公園 10:00 JR　三国ヶ丘駅

10 日 滋賀 特別 びわ湖長浜ツーデーマーチ

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク　　　　　　　　ようこそ ！
「 ならまち 」へ　　　　　　　　　　　　　　「 レトロな、格子の
町並み 」ご案内

10 JR　奈良駅・改札口前 10:00 JR　奈良駅

加古川 定例 垂水（ 神戸市 ）の遺跡めぐり 11 JR　舞子駅　苔谷公園 9:00 JR　朝霧駅

ＪＯＣ
琵琶湖湖畔の道をそよ風に吹かれて洗堰へ
マンホールカード

15 JR　大津駅 10:00 JR　石山駅

11 月 オレンジ 特別 ○
語り部シリーズ                                               《 “ か
きつばた ” 光琳の国宝図と比べよう 》

8 JR　垂水駅 10:00 JR　朝霧駅

12 火 近笑会 例会 ○ ＥＸＰＯ’２５　大阪ベイブルース 15 JR　桜島駅 9:30 JR　桜島駅

桜井 例会 ○ 廃物毀釈の大嵐【 廃寺ピクニック・イン・天理 】
12
19

JR　檪本駅（いちのもと） 9:00
JR　長柄駅　　　　　　　JR　長
柄駅

神戸 楽歩 ○
伊丹 ・ 水と緑のみちと西国街道　　　　　　　　　　（ 会員
・ 非会員共に３００円 / ＩＶＶ有 ）

10 JR　伊丹駅 ・ 有岡城跡 10:00 JR/阪急　伊丹駅

13 水 関西協 リ-ダ ○ 渡船 ＆ 最低山登頂ウオーク 10 JR　今宮駅 10:00 JR　弁天町駅

奈良県 特別
川上村を訪れ新緑の“ おおたき龍神湖畔 ”をめぐる【
バスウオーク 】

10 近鉄　橿原神宮前駅 9:00 近鉄　橿原神宮前駅

14 木 大歩協 平日 ○
花めぐり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若園公園の“
サンショウバラ ”を見に行こう！

12 JR　茨木駅 9:45 JR　茨木駅

近笑会 例会 ○ 世界遺産 ･ 百舌鳥野に広がる古墳群 11 JR　百舌鳥駅 ･ 大仙公園 9:30 JR　上野芝駅

15 金 オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【天草・苓北コース】

大阪南港 新門司港

京都府 ＫＷＡ 第１８３回「 葵祭 」鑑賞ウオーク 13 JR　京都駅 8:45 JR　京都駅

16 土 和歌山 特別 きのくに海南歩っとウオーク

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【天草・苓北コース】

11 新門司港

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ ！（ 12-5 ）　　　　　　　　　　　【 団体歩
行 】　奈良まで２５号線を俎上に　2-1

27 JR　天王寺駅・てんしば 9:00 JR　王寺駅

神戸 ゆＷ
阪神間モダニズム⑦「歩いて巡る良き尼崎（1）」
(  会員無料、一般 ・ 他協会３００円 ）

6 JR　尼崎駅 ・ 北広場 10:00 阪神　尼崎駅

大和 例会 ○ 必見！　ピンクの大輪「 シャクヤク 」園 11 JR　志紀駅 9:45 JR　久宝寺駅

17 日 和歌山 特別 きのくに海南歩っとウオーク

大連合 Ａ例 勝尾寺町石道と箕面大滝【 山コース 】 14 阪急　北千里駅 9:30 阪急　箕面駅

大歩協 楽歩 ○ 幸村が駆け抜けた道を歩く
7
11

JR　鶴橋駅 9:45
JR　玉造駅　　　　　　　　　JR
森ノ宮駅



浪速歩 例会 【 山 】上赤坂城跡から金剛山へ 20 近鉄　川西駅 8:30 南海バス　金剛登山口

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【南島原コース】

11 新門司港

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-5 ）
バラ観賞ウオーク

10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 9:30 JR　JR難波駅

河内長野 例会 大阪湾岸ウオー ク ⑧ 【 泉佐野 ～ 鳥取ノ荘 】 13 南海　泉佐野駅 9:45 南海　鳥取ノ荘駅

ＪＯＣ
岡崎城から八丁 八丁味噌の里カクキュウ工場見学　マ
ンホールカード

10 名鉄　東岡崎駅 10:00 名鉄　東岡崎駅

18 月 オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【南島原コース】

11 新門司港 大阪南港

19 火 近笑会 例会 ○
寝屋川流域の川を歩こう会（ 6-3 ）　　　　　　　楠根川よ
り第二寝屋川を下る

13 JR　八尾駅・安中第２公園 9:30 JR　高井田中央駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　山科駅

20 水 関西協 のび ○ 水鳥の道 ･ 水辺ウオーク 12
JR　新大阪駅 ･ 東口
日之出公園

9:45 JR　吹田駅

神戸 Ａ例 ○
森永乳業神戸工場から西求女塚古墳へ　                （
事前申込 ・ 先着１００名 ）

10 JR　三ノ宮駅・東遊園地 10:30 JR　摩耶駅

21 木 近笑会 例会 ○ 新緑の嵐山を歩こう 11 JR　嵯峨嵐山駅 9:30 JR　嵯峨嵐山駅

23 土 関西協 特別 バスウオーク【 会員限定 】

南大阪 定例 大阪狭山市を歩こう 12 南海　大阪狭山市駅 9:45 南海　金剛駅

奈良県 例会
東海道自然歩道を経て　　　　　　　　　　　　　　“ 室生寺
から弘法大師の道 ”を行く

11
16

近鉄　室生口大野駅 9:30
室生寺　　　　　　　　　　　近鉄
三本松駅

ＪＯＣ 貴船の青もみじ　滝谷峠へウオーク 15 叡山電鉄　貴船口駅 10:00 叡電電鉄　二ノ瀬駅

24 日 大連合 Ｃ例 ○ 徒然草第５２段  仁和寺にある法師
23
31

JR　花園駅 9:00
京阪　石清水八幡宮駅
JR　山崎駅

大歩協 悠遊 ○
街道シリーズⒷ　なにわの熊野街道　　　　　　　　大阪

城から長居へ

10
16

JR　大阪城公園駅 9:45
JR　天王寺駅　　　　　　　JR
長居駅

オレンジ 日例 ○ 古都奈良の歌人が歩んだ万葉古道を訪ねて 14 JR　五条駅 9:30 JR/南海　橋本駅

京都府 例会 ○
明智光秀④　 光秀ゆかりの坂本城（自由歩行）　　（先
着500名に缶バッジ進呈）

12 JR　唐崎駅 9:45 JR　比叡山坂本駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０② JR　瀬田駅 JR　草津駅

加古川 定例 京見山（ 姫路 ）縦走ハイキング 10 JR　はりま勝原駅 9:00 JR　英賀保駅

26 火 近笑会 例会 ○ 緑と水の散歩道・ＮＩＳＩＮＯＭＩＹＡ 11
JR　西宮駅 　　　　　　　　 東川
親水南公園

9:30 JR　さくら夙川駅

桜井 例会 ○ 恕霊から御霊へ・御霊神社本宮を訪ねる 12 JR　五条駅 10:00 JR　大和二見駅

27 水 関西協 リ-ダ ○ 紀州街道を大阪へ 10 JR　堺市駅・東雲公園 10:00 JR　長居駅

29 金 南大阪 特別 古市古墳群 ・ 河内の文化を歩く 16 近鉄　河内松原駅 9:30 近鉄　喜志駅

30 土 大連合 特別 【 会員限定 】 宿泊ウオーク 詳細は後日ご案内致します

奈良県 特別
第５回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク　　　　　　明日
香路から“ 高台の山村 ・ 高家の里 ”を経て安倍の文殊
さん ”へ

13 近鉄　飛鳥駅 9:30 JR/近鉄　桜井駅

神戸 Ｂ例
新緑の中山大峰雑木林間トレイル　　　　　　　　　懐中
電灯持参

11
阪急　中山観音駅　　　　　北
中山公園シンボル広場

9:30 JR　武田尾駅

31 日 大連合 特別 【 会員限定 】宿泊ウオーク 詳細は後日ご案内致します

浪速歩 例会 【 平地 】山の辺の道を歩く 17 JR/近鉄　桜井駅 9:30 JR/近鉄　天理駅

関西協 月例 ○ 神戸 ･ 生田川から鯉川訪ねて 14 JR　三ノ宮駅・東遊園地 9:15 JR　三ノ宮駅

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-5 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：00

滋賀県 例会 彦根城 6　12 JR　彦根駅 9:30
JR　彦根駅　　　　　　　　JR　彦
根駅

詳細は後日ご案内致します



　６月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

2 火 近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-6 ） 奈良県明日香 20 近鉄　飛鳥駅・駅前広場 9:00 近鉄　橿原神宮前駅

京都府 平日 本能寺の変　信長の御首級は何処へ 13 JR　京都駅 9:45 京都地下　北大路駅

3 水 関西協 リ-ダ ○ 吉志部瓦窯跡・関大コース 10 JR　岸辺駅・岸辺駅前広場 10:00 JR　吹田駅前

4 木 南大阪
ミステ
リー

第４９回　谷町四丁目～東梅田 11
大阪メトロ　谷町四丁目駅　難
波宮跡公園（ＮＨＫ前）

9:30

5 金 オレンジ 会員
四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　松場川温泉→⑤米
奥沈下橋→作屋→高岡神社

17

大和 例会 ○ アサヒビール ･ 吹田工場　見学 ＆ 試飲 11 JR　桜ノ宮駅・西口 9:00 JR　吹田駅

6 土 大歩協 楽歩 ○ 大阪の顔  中之島リバーサイドウオーク
6
10

JR　天満駅 9:45
大阪メトロ　淀屋橋駅　　　JR
西九条駅

関西協 特別 総会ウオーク【 会員限定 】  

オレンジ 会員
四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　窪川駅→⑥若井沈
下橋→雲龍寺→野地分岐

12

奈良県 例会 ○ 龍田古道を訪ねる
11
13

JR　王寺駅 9:30
JR　三郷駅　　　　　　　　　JR
王寺駅

神戸 Ａ例 ○ 北尼崎七社巡りでご利益を 12 JR　尼崎駅・駅前北広場 10:00 JR　立花駅

7 日 大連合 Ａ例 ○ 初夏の花ジャカランダと渡し船 13 JR　西九条駅 9:30 JR　西九条駅

関西協 月例 ○ 高槻 ～ 茨木の公園巡り 13 JR　高槻駅・芥川公園 9:15 JR　茨木駅

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや　！　（ 12-6 ）
ジャカランダの花　鑑賞ウオーク

12 JR　JR難波駅･南側 9:30 JR　長居駅

オレンジ 会員

四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　⑦弘瀬沈下橋→⑧
上宮沈下橋→⑨上岡沈下橋→　　　　　　道の駅土佐大
正

19

河内長野 例会 ○ 大阪湾岸ウオーク ②  【 JR　須磨駅 ～ JR　摩耶駅 】 16 JR　須磨駅 9:45 JR　摩耶駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０　③ JR　草津駅 JR　堅田駅

加古川 定例
 加古川ツーデーマーチ関連ウオーキング ② 　　　生物
観察コース（ 平荘湖 ）ウオーク

13 JR　加古川駅 ・ 北口 9:00 JR　宝殿駅

ＪＯＣ
アジサイの三室戸寺 幸運のアジサイを見つけよう ５００
選26-06

13 JR　宇治駅 10:00 京阪　三室戸寺駅

8 月 オレンジ 特別
語り部シリーズ  《 京都“ 御土居 ”秀吉の街づくり（パー
ト ① ）》

8 JR　円町駅 10:00 京都地下　北大路駅

9 火 近笑会 例会 ○ ＪＲゆめ咲線とジャカランダの花 12 JR　西九条駅 ・西九条公園 9:30 JR　弁天町駅

桜井 予約 ○ 並外れた重量感の毛馬第一閘門は重文 12 JR　桜ノ宮駅 ・ 西口 10:00 JR　吹田駅

10 水 関西協 リ-ダ 千里は緑がいっぱい！ 10
阪急　千里山駅
千里山東公園

10:00 北大阪　桃山台駅

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク　　　　　　　聖徳太子ゆ
かりの里：「 安堵町 」へ　　　　　　　　広島大仏 ・ オブ
ジェ案山子 ・ 中家環濠住宅

10 JR　法隆寺駅 10:00 JR　法隆寺駅

11 木 大歩協 平日 ○
花めぐり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田池公園
の“ 花菖蒲 ”を見に行こう！

10 JR　長尾駅 9:45 JR　藤阪駅

近笑会 例会 ○ 大阪市内漫遊記（ 6-3 ） 港区 12
JR　弁天町駅
市岡元町公園

9:30 JR　弁天町駅

12 金 オレンジ 特別 長尾街道 ・ 百舌鳥古墳群を歩く 15 近鉄　藤井寺駅 9:30 南海　堺東駅

13 土 大連合 ゆ-ほ 枚方八景「 樟葉宮跡の杜 」を訪ねて 10 京阪　牧野駅 10:00 京阪　樟葉駅

南大阪 定例 ○ 三宝あじさいまつり 12 JR　長居駅・長居公園 9:45 JR　浅香駅

神戸 Ａ例 ○ 山麓リボンの道④ 14 JR　須磨駅 ・ 須磨海岸 10:00 JR　朝霧駅

14 日 大歩協 悠遊 ○ 堺から住吉大社　“ 御田植祭 ” へ 13 JR　堺市駅 9:45 JR　長居駅

浪速歩 例会 【 山 】塞の神・府庁山・十字峠・杉尾峠へ 16 南海　千早口駅 10:00 南海　紀見峠駅

オレンジ 日例 枚方百景 《 山田池公園から枚方宿 》めぐり 13 京阪　牧野駅 9:30 京阪　枚方公園駅

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-6 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：00

河内長野 例会 ○ 大阪湾岸ウオーク ③　【 JR　摩耶駅 ～ JR　西宮駅 】 18 JR　摩耶駅 9:45 JR　西宮駅

京都府 例会 ○ ＫＷＡが植樹したヤマボウシと流れ橋ウオーク 14 JR　宇治駅 9:45 JR　新田駅

16 火 近笑会 例会 ○ 摂河泉を歩く（ 3-1 ） 摂津の国 12 JR　茨木駅 9:30 JR　岸辺駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　石山駅

17 水 関西協 のび ○ 郡山城から語り部の里へ 11
JR　郡山駅　　　　　　　　郡山
城外堀緑地公園

9:45 JR　帯解駅

奈良県 例会
下市町を訪れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　“歴史と自然
が息づくやすらぎの町”を巡る

13 近鉄　下市口駅 9:30 近鉄　下市口駅

神戸 Ａ例 ○ ＳＬと古代遺跡を訪ねて 10 JR　新三田駅 10:00 JR　新三田駅

18 木 大歩協 平日 ○
花めぐり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪の“ ジャ
カランダ ”を見に行こう！

11 JR　森ノ宮駅 ・ 北口 9:45 JR　天王寺駅

詳細は後日ご案内致します



近笑会 例会 ○ お洒落できれいな町・神戸ウオーク 12 JR　三宮駅・東遊園地 9:30 JR　神戸駅

20 土 ＡＯＷＡ ＡＯＷＡ（1）大会

21 日 大連合
会員
Ｂ

御陵参拝⑨ 21 近鉄　古市駅 9:00 近鉄　喜志駅

大歩協 定例 ○ お城めぐり③　高槻城から勝竜寺城へ
11
17

JR　高槻駅・きた西口 9:45
JR　山崎駅　　　　　　　　　　JR
長岡京駅

関西協 らく ○
花シリーズ（ 6-4 ）「 花菖蒲 」　　　　　　　　　池田の公
園と花菖蒲観賞

12
JR　北伊丹駅　　　　　　　　県
立西猪名公園

9:45 JR　川西池田駅

京都府 例会 京の元祖と本家を訪ねる 12 JR　京都駅 9:45 京都地下鉄　丸太町駅

滋賀県 例会 ○ 芦刈園のアジサイを訪ねて 13 JR　守山駅 9:30 JR　守山駅

加古川 定例 播磨四国八十八ヶ所霊場巡り② 12 JR　姫路駅 ・ 南畝公園 9:00 JR　播磨高岡駅

ＪＯＣ 総会ウオーク 10 JR/京阪　伏見稲荷駅 10:00 京阪　清水五条駅

23 火 桜井 例会 ○ 生まれたてホヤホヤのバンビとご対面 ！ 10 JR　奈良駅 10:00 JR　京終駅

24 水 関西協 リ-ダ ○ 野崎観音と深北緑地 10 JR　住道駅・末広公園 10:00 JR　四条畷駅

25 木 近笑会 例会 ○ 矢田寺のあじさい鑑賞ウオーク 13 JR　郡山駅 9:30 JR　大和小泉駅

27 土 南大阪 定例 街道てくてくウオーク⑤　東高野街道　➎ 14 近鉄　古市駅 9:45 南海/近鉄　河内長野駅

オレンジ 土例 ○
大阪ええとこ、あるいてみまへんか！　　　　　　《 西淀川
区・家康縁りの地へ 》

12 JR　加島駅 9:30 JR　塚本駅

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ！（ 12-6 ）　　　　　　　　　　　　【 団体歩
行 】奈良まで２５号線を俎上に　2-2

27 JR　王寺駅 9:00 JR　平城山駅

奈良県 特別 ○
第６回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク　　　　　　桜井
から古代道路“ 南 ・ 山辺の道 ”を歩く

17 JR/近鉄　桜井駅 9:30 JR/近鉄　天理駅

神戸 Ａ例 ○ 東西南北　姫路城 10
JR　姫路駅　　　　　　　　　家老
屋敷跡公園

10:00 JR　姫路駅

28 日 浪速歩 例会 【 山 】大国見山展望と七曲り峠コースを連歩 25 近鉄/JR　天理駅 9:00 近鉄/JR　天理駅

京都府
ビギ
ナー

京の茅の輪めぐり
ﾋﾞｷﾞﾅｰ

6
京都地下鉄　三条京阪駅 9:45 京都地下鉄　丸太町駅

大和 例会 ○
美しい京の歩きたいみち ：「 伏見 」                   「 千
本鳥居 ・ 竹ノ下道 ・ 琵琶湖疏水 」

13
JR　京都駅 ･ 中央口
駅前広場東側

9:45 JR　稲荷駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０④ JR　堅田駅 JR　近江八幡駅

ＪＯＣ 佐紀の里　西の京のみち　５００選　29-02 15 近鉄　西ノ京駅 10:00 近鉄　新大宮駅



　７月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 水 関西協 リ-ダ ○ 公園と水辺ウオーク 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　桜ノ宮駅

3 金 大和 例会 夏到来！「 むろ池ー湿生花園 」　里山歩き 13 近鉄　白庭台駅 9:45 JR　四条畷駅

4 土 関西協 らく ○ 水と緑と海の街・西宮ウオーク 13
JR　さくら夙川駅　　　　　　夙川
公園（ 片鉾池 ）

9:45 JR　さくら夙川駅

神戸 Ｂ例 （ 花シリーズ ） ④　あじさいウオーク 12
神戸電鉄　西鈴蘭台駅
駅前広場

10:00 神戸電鉄　谷上駅

ＪＯＣ
美山・かやぶきの里を訪ねるみち　　　　　　　　　ダム百
選・虹の湖・畑川ダム　５００選　26-08

JR　京都駅 9:45 JR　京都駅

5 日 近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-7 ）
服部緑地公園のハス　鑑賞ウオーク

12 JR　新大阪駅 ・ 北中島公園 9:30 JR　吹田駅

京都府 例会 ○ 京都市電 （ 伏見線 ） 廃線跡ウオーク 10 JR　京都駅 9:45 JR　桃山駅

7 火 近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-7 ） 兵庫県伊丹市 20 JR　伊丹駅・駅前広場 9:00 阪急　小林駅

桜井 例会 ○ 神話の世界一「 役行者たらいの森 」とは　？ 11 JR　御所駅 10:00 JR　御所駅

8 水 関西協 リ-ダ ○ 渡船  ＆公園散策 10 JR　大正駅・大正橋公園 10:00 JR　芦原橋駅

奈良県 例会 ○ 奈良きたまち“ 歴史探訪 ”ウオーク 14 JR　奈良駅 9:30 JR　奈良駅

9 木 大歩協 平日
蘭学通りから武庫川渓谷と廃線跡                         トン
ネルウオーク【 懐中電灯必携 】

10 JR　西宮名塩駅 9:45 JR　武田尾駅

近笑会 例会 ○ 高槻から山崎の裏街道を歩く 12 JR　高槻駅 ・ 芥川公園 9:30 JR　山崎駅

京都府 平日 ○ 納涼 ・ アサヒビール工場見学 12 JR　茨木駅 9:45 JR　吹田駅

10 金 大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク　　　　　　　涼を求めて
・ ならやまウオーク　　　　　　　　　「 奈良サイクルロード
」を行く

10 JR　平城山駅 10:00 JR　奈良駅

11 土 大連合 ゆ-ほ 大阪ベイエリアを歩く 10
大阪メトロ　　　　　　　　　コスモ
スクエア駅

10:00
大阪メトロ　　　　　　　住之江公
園駅

南大阪 定例 トワイライトウオーク 12 JR　西九条駅 16:00 JR　桜島駅

オレンジ 土例 ○ 四條畷市の歴史街道に史跡を訪ねて 13 JR　寝屋川公園駅 9:30 JR　四条畷駅

神戸
ゆＷ
番外

○
吹田ゆっくり散策とアサヒビール吹田工場見学
（ 会員無料、一般 ・ 他協会３００円 ）　　　　　　事前申
込：先着１２０名　５/１６受付開始

6
JR　吹田駅　　　　　　　　　中央
口 ・ さんくす夢広場

10:00 JR/阪急　吹田駅

12 日 浪速歩 例会 【 平地 】水都大阪・川辺ウオーク 10 JR　桜ノ宮駅 ･ 西口 10:00 JR　桜ノ宮駅

河内長野 例会 ○
京橋の堤跡と大阪冬の陣を辿る
【 昼食はゴール後 】

10 JR　大阪城公園駅 9:15 JR　森ノ宮駅

滋賀県 例会 ○ 猪子山 14 JR　能登川駅 9:30 JR　能登川駅

加古川 定例
 加古川ツーデーマーチ関連ウオーク ③ 　　　　　　浜
街道を歩く ②

10 山陽電鉄　別府駅 9:00 山陽電鉄　高砂駅

14 火 近笑会 例会 ○
寝屋川流域の川を歩こう会（ 6-4 ）　　　　　　　　平野川
の上流から中流を探訪

13 JR　柏原駅 9:30 JR　平野駅

15 水 関西協 のび ○ 尼崎の歴史と公園を訪ねて 12 JR　尼崎駅・駅前北広場 9:45 JR　甲子園口駅

16 木 南大阪
ミステ
リー

第５０回　天王寺～谷町四丁目 11
大阪メトロ　天王寺駅
てんしば

8:00

17 金 京都府 ＫＷＡ 第１８４回　「 祇園祭前祭 」鑑賞ウオーク 10 JR　京都駅 8:45 JR　京都駅

ＪＯＣ
マンホールカード　　　　　　　　　　　　　　　　　５００選　愛
知県　23-02・03・04・05・06・08

JR　京都駅 7:45 JR　一宮駅

18 土 ＪＯＣ
マンホールカード　　　　　　　　　　　　　　　　　５００選　愛
知県　23-02・03・04・05・06・08

JR　一宮駅 JR　京都駅

19 日 大歩協 楽歩 ○
海より低いまち大阪で“ 津波 ・ 高潮 ”　　　　　体感ウ
オーク

7　10 JR　京橋駅 ・ 北口 9:45
大阪メトロ　西長堀駅　　　JR
弁天町駅

浪速歩 例会
【 平地 】　定番　大野川緑道ウオーク 　　　　　　　　　【
昼食不要 】

12 阪神　尼崎駅 9:00 阪急　十三駅

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-7 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：00

京都府 例会 東京オリンピック２０２０年記念「 八咫烏 」 13 JR　京都駅 9:45 京都地下鉄　丸太町駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０⑤ JR　近江八幡駅 JR　能登川駅

20 月 オレンジ 特別 ○
語り部シリーズ                                               《“ 治
虫 ”その名の故里から巡礼道 》

8 JR　宝塚駅 10:00 JR　中山寺駅

21 火 近笑会 例会 ○ 早起きは三文の徳庵 ！ 10 JR　徳庵駅 8:30 JR　住道駅

桜井 例会 ○ 二つに割れた巨大磐座が石荒神社そのもの 10 JR　奈良駅 10:00 JR　奈良駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　大津京駅

22 水 関西協 リ-ダ ○ 川辺・緑道木陰散策 10 JR　大阪駅 ･大阪市役所南側 10:00 JR/京阪　京橋駅

京都府 会員 さば街道ウオーク

奈良県 特別
黒滝村へ“ 修験道の祖 ・ 理源大師ゆかりの　　　　　鳳
閣寺 ”を訪れる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 バス
ウオーク 】

10 近鉄　橿原神宮前駅 9:00 近鉄　橿原神宮前駅

23
木
祝 近笑会 例会 ○ 明日から五輪開幕 ･ 頑張れニッポン！ 10 JR　大正駅・大正橋公園 9:30 JR　大阪駅

京都府 会員 さば街道ウオーク



大和 例会 エメナルドグリーン「 室生湖 」 13 近鉄　室生口大野駅 9:45 近鉄　榛原駅

24
金
祝

南大阪 特別 特別例会　祝　天神祭宵宮ウオーク 京阪　天満橋駅

京都府 特別 さば街道ウオーク

25 土 大歩協 悠遊 ○
花めぐり　　                                                    馬見
丘陵公園の太陽“ ひまわり ”を見に行こう！

14 JR　王寺駅 9:45 JR　五位堂駅

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ！（ 12-7 ）　　　　　　　　　　　　　【 団体
歩行 】　だれが呼んだか13号線　3-1

20 JR　天満駅 ･ 扇町公園 9:00 JR　堺市駅

京都府 会員 さば街道ウオーク

神戸 Ａ例 ○ 明智光秀ゆかりの地を巡るバスウオーク 10
ＪＲ　神戸駅　　　　　　　　湊川
神社正門前

7:30 JR　三ノ宮駅

ＪＯＣ
美濃路街道歩きとビール工場見学　　　　　　　　　５００
選　24-07

10 名城公園　噴水前広場 10:00 現地解散

26 日 関西協 月例 ○ 平城宮から郡山城跡へ 13 JR　奈良駅・駅前広場 9:15 JR　郡山駅

加古川 定例
〈 美しい日本の歩きたくなるみち５００選 ：     兵庫６ 〉
明石海浜のみち

10 JR　大久保駅 9:00 JR　明石駅

30 木 近笑会 例会 ○ 上町台地を歩こう 12 JR　森ノ宮駅 ･ 森ノ宮公園 9:30 JR　鶴橋駅

31 金 オレンジ 特別 古市古墳群 ・ 大王墓を歩く 12 近鉄　高鷲駅 9:30 近鉄　古市駅

７月２４日から８月９日までオリンピック･パラオリンピック開催



　８月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 土 大連合 ゆ-ほ ○ プロムナード奈良 10 JR　奈良駅 17:00 JR　奈良駅

大歩協 悠遊 ○ 潮風を求めて真夏の西宮シーサイドへ ！ 13 JR　さくら夙川駅 9:45 JR　芦屋駅

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【出水コース】

14 JR　新大阪駅 熊本市内

ＪＯＣ
金勝の里バーベキュ＆県民の森ウオーク　　　　　　マン
ホールカード

20 JR　草津駅 10:00 草津駅

2 日 浪速歩 例会 【 平地 】洛西の公園めぐり 11 阪急　洛西口駅 10:00 阪急　洛西口駅

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-8 ）
ひまわり　鑑賞ウオーク

12 JR　住道駅 ・ 末広公園 8:00 JR　放出駅

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【天草・松島コース】

12 熊本市内 熊本市内

河内長野 例会 ○
鉄道支線を歩く　                                                   【
南海　汐見橋線 】  【 昼食はゴール後 】

12 JR　長居駅・長居公園噴水前 9:15 JR　JR難波駅

京都府 例会 京の魔界　縁切りスポットめぐり 14 JR　京都駅 9:45 京都地下鉄　京都市役所前駅

加古川 定例
 加古川ツーデーマーチ関連ウオーキング④
加古川左岸（ しおかぜこみち ）を歩く

10 JR　加古川駅 ・ 北口 9:00 JR　加古川駅

ＪＯＣ
金勝の里バーベキュ＆県民の森ウオーク　　　　　　マン
ホールカード

20 JR　草津駅 草津駅

3 月 オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【天草・維和島コー
ス】

13 熊本市内 JR　新大阪駅

4 火 近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-8 ）大阪府堺市　　　　　　詳細
は参加希望者に後日連絡（ 電車移動 ）

20 南海　堺東駅・瓦町公園 8:00 泉北高速　泉ヶ丘駅

6 木 南大阪
ミステ
リー

第５１回　喜連瓜破～南巽 10
大阪メトロ　喜連瓜破駅
瓜破北公園

8:00

8 土 関西協 らく ○ 今川緑道から公園巡り 11 JR　長居駅・長居公園 9:45
JR/近鉄/大阪メトロ
天王寺駅

奈良県 例会 ○
〈 四季めぐり ・夏 〉                                          幻想
的な灯り“ なら燈花会 ”

10 JR　奈良駅 16:30 JR　奈良駅

9 日 大歩協 楽歩 ○
大阪五低山！ぶらぶらてくてく②　　　　　　　　（ 茶臼山
・ 御勝山 ）

6　10 JR　森ノ宮駅 ・ 北口 9:45
JR　天王寺駅　　　　　　　JR
桃谷駅

ＪＯＣ 梅花藻を求めて醒ヶ井の宿へ 15 JR　米原駅 10:00 JR　醒ヶ井駅

10
月
祝

オレンジ 日例 ○
青春１８・びわ湖１０８霊場　　　　　　　　　　　湖西・天台
宗５ヶ寺を巡る

12 JR　比叡山坂本駅 10:00 JR　堅田駅

近笑会
会員
事前

第３回「 道の日 」ウオーク 詳細は後日発表

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク　　　　　　　シルクロード
終着の都 ・「 平城宮 」　　　　　　　　「 奈良歴史の道 ～
佐紀古墳群 」たどって

10 JR　奈良駅 ・ 改札口前 10:00 JR　平城山駅

13 木 近笑会 例会 ○ 大阪市内漫遊記（ 6- 4 ） 天王寺区 11 JR　天王寺駅・てんしば 8:00 四天王寺南門

15 土 近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ！（ 12-8 ）　　　　　　　　　　　【 団体歩行
】だれが呼んだか13号線　3-2

21 JR　堺市駅・東雲公園 8:00 JR　東岸和田駅

京都府 特別 ★特別例会　琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク 13 JR　山科駅・ラクト山科公園 9:45 出町柳鴨川公園

16 日 京都府 特別
★特別例会　第２８回京都五山送り火ウオーク
（ 自由歩行 ）〈 健脚 〉「京都-07」

17
25

JR　嵯峨嵐山駅　　　　　　　嵐
山中ノ島公園

11:30 出町柳河川敷

加古川 定例 北淡路 ・ くにうみ神話のみち 12
JR　明石駅　　　　　　　　ジェノ
バライイン乗場

9:00
ジェノバライイン降り場　　　JR
明石駅

18 火 近笑会
会員
事前

下水道展’２０大阪（ インテックス大阪 ）　　　【 自由歩行
】10：00～17：00

5 大阪メトロ　南港口駅 8:45 大阪メトロ　中ふ頭駅

19 水 関西協 のび ○ 長尾街道と緑地公園巡り 11 JR　堺市駅・東雲公園 9:45 JR/南海　三国ヶ丘駅

近笑会
会員
事前

下水道展’２０大阪（ インテックス大阪 ）　　　【 自由歩行
】10：00～17：00

5 大阪メトロ　南港口駅 8:15 大阪メトロ　中ふ頭駅

20 木 大歩協 平日 パークin大阪ウオーク “ 花の鶴見緑地 ”を歩く 10 京阪　守口市駅 ・ 東口 9:45 大阪メトロ　鶴見緑地駅

近笑会
会員
事前

下水道展’２０大阪（ インッテクス大阪 ）　　　【 自由歩行
】10：00～17：00

5 大阪メトロ　南港口駅 8:15 大阪メトロ　中ふ頭駅

21 金 近笑会
会員
事前

下水道展’２０大阪（ インテックス大阪 ）　　　【 自由歩行
】10：00～17：00

5 大阪メトロ　南港口駅 8:15 大阪メトロ　中ふ頭駅

奈良県 特別 ウオークチャレンジ奈良

22 土 南大阪 定例 サンセットウオーク  12 南海　鳥取ノ荘駅 16:00 南海/JR　りんくうタウン駅

オレンジ 土例 泉州の街道・小路・縁道巡り 12 南海　泉大津駅 9:30 南海　泉大津駅

河内長野 例会 サンセットウオーク  【 大和川 】 11 JR　浅香駅 16:45 南海　堺駅

大和 例会 ○ 涼を求めて、リバーサイドへ 10 JR　森ノ宮駅・北出口 9:45 JR　京橋駅

ＪＯＣ
マンホールカード　宮津・舞鶴　ダム百選・天若湖ダム
カードあり　５００選　26-10・03

20 JR　京都駅 8:45

23 日 大連合
会員
Ｂ

葛城２８宿の経塚を巡る【 山コース 】 16 近鉄　磐城駅 9:00 近鉄　上ノ太子駅

浪速歩 例会
【 平地 】江坂 ･ 服部緑地散歩江坂散歩
【 昼食不要 】

10 大阪メトロ　江坂駅･北出口 9:00 大阪メトロ　江坂駅



京都府 例会 ○ 出水の七不思議 12 JR　円町駅 9:45 JR　京都駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０⑥ JR　能登川駅 JR　彦根駅

ＪＯＣ
マンホールカード　宮津・舞鶴　ダム百選・天若湖ダム
カードあり　５００選　26-10・03

20 8:45 JR　京都駅

25 火 滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 16:30 JR　大津駅

28 金 近笑会 特別 大阪夏の陣古戦場跡 ・ 古市古墳群を歩く 12 近鉄　道明寺駅 9:30 近鉄　道明寺駅

29 土 大歩協 悠遊
古墳めぐり③　　　　　　　　　　　　　　　　        　世界遺産・百
舌鳥古墳群と百舌鳥八幡宮のクスノキ

11 JR　堺市駅 9:45 JR　三国ヶ丘駅

奈良県 特別 ○
第７回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク　　　　　　天理
から古代道路“ 北 ・ 山辺の道 ”を歩く

17 JR/近鉄　天理駅 9:30 JR　奈良駅

神戸 Ａ例 ○ モーニングウオーク　大阪湾の眺望を楽しむ 10
JR　舞子駅　　　　　　　　　　南
側デッキ広場

8:00 JR　須磨駅

30 日 大連合 Ａ例 ○ 柳生街道　滝坂の道【 山コース 】 13 JR　奈良駅 9:30 JR　奈良駅

関西協 月例 ○ 開宴 ・ 尼崎城から武庫川へ 13 JR　尼崎駅 ・ 駅前北広場 9:15 JR　甲子園口駅



　９月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 火 近笑会 会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-9 ）奈良県奈良市 20 JR　奈良駅・駅前広場 9:00 JR　奈良駅

2 水 関西協 リ-ダ ○ いにしえの足跡訪ねて 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　桜ノ宮駅

3 木 近笑会 例会 ○ 森の中で揺れる星のブランコを訪ねて 12 JR　河内磐船駅 9:30 JR　星田駅

4 金 大和 例会 ○ なぎさと共に・神戸シーサイドを歩こう 11 JR　灘駅 9:45 JR　神戸駅

5 土 大連合 ゆ-ほ ○
“ おとぎばなし ”シリーズ  一寸法師　　　　　　　（ 鬼退
治編 ）

10 JR　梅小路京都西駅 10:00 JR　京都駅

大歩協 定例 ○ お城めぐり④　岸和田城とだんじりの町を訪ねて 13 JR　東岸和田駅 9:45 JR　東岸和田駅

関西協 らく ○ 北大阪くすの木　古木巡り 13 JR　加島駅 ･ 竹島西公園 9:45 JR　吹田駅

神戸 Ａ例 夏を惜しむ空港パノラマ・ＳＫＹ・ＨＩＧＨ・ク 13 阪急　園田駅 ・ 富田公園 10:00 阪急　石橋阪大前駅

ＪＯＣ アサヒビール吹田工場見学　マンホールカード 10 JR　茨木駅 10:00 現地解散

6 日 奈良県 ＫＢＣ ＫＢＣくつの日　奈良大会

南大阪 受託 平安時代から続く名跡と堺最古の城跡を巡る 10 泉北高速鉄道　光明池駅 9:45 泉北高速鉄道　泉ヶ丘駅

オレンジ 日例 ○ 青春１８・熊野古道・醤油の町を巡る 10 JR　紀伊宮原駅 10:30 JR　湯浅駅

加古川 定例 播磨四国八十八ヶ所霊場巡り ③ 11 JR　網干駅 9:00 JR　播磨高岡駅

8 火 近笑会 例会 ○ 泉大津市の探訪ウオーク 12 JR　和泉府中駅 9:30 JR　和泉府中駅

9 水 関西協 リ-ダ ○ 日本最古の橋とコリアタウン 10
JR　森ノ宮駅　　　　　　　大阪
城公園森ノ宮噴水前

10:00 JR　鶴橋駅

京都府 ＫＷＡ 第１８５回　上賀茂神社「 烏相撲 」鑑賞ウオーク 12 京都地下鉄　北山駅 9:30 JR　京都駅

10 木 近笑会
会員
事前

「 下水道の日 」ウオーク 詳細は後日発表

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク　　　　　　　必見 ！「 ホ
テイアオイ 」 ＆　　　　　　　　　　奈良の商都「 今井町 」
散策

10 JR　畝傍駅 10:00 JR　畝傍駅

12 土 大歩協 悠遊 ○
街道シリーズⒸ　なにわの熊野街道　　　　　　　　長居

から鳳へ

10
16

JR　長居駅 9:45
JR　百舌鳥駅　　　　　　　　JR
鳳駅

南大阪 定例 街道てくてくウオーク⑥　 西高野街道  ➊ 13 南海　堺駅 9:45 南海　北野田駅

オレンジ 土例 ○
大阪ええとこ、あるいてみまへんか ！　　　　　《 浪速
区・太鼓に縁りの地へ 》

11 JR　大正駅 9:30 JR　天王寺駅

奈良県 例会 赤目四十八滝を訪ねる 13 近鉄　赤目口駅 9:30 近鉄　三本松駅

神戸 ゆＷ ○
阪神間でモダニズム⑧　　　   　　　　　　　　　「歩いて巡
る古き良き神戸　（3）」　　　　　　（会員無料、一般 ・ 他
協会３００円

6 JR　元町 ・ 花隈公園 10:00 JR　三ノ宮駅

13 日 浪速歩 例会 【 山 】生駒縦走２０２０ 20 JR　四條畷駅 9:00 近鉄　枚岡駅

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-8 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40
JR　森ノ宮駅～17：00

河内長野 例会 ○
大阪市の堀川を歩く
【 東横堀川 ～ 道頓堀川 ～ 西横堀川 】
【 昼食はゴール後 】

10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 9:15 JR　天王寺駅

京都府 例会
世界をリード　京のハイテク企業　　　　　　　　（京都市南
部地区）

14 JR　長岡京駅 9:45 京都地下鉄　十条駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０　⑦ JR　彦根駅 JR　長浜駅

ＪＯＣ
万葉の大和三山を辿る満開の布袋花とコスモス　５００
選　29-05

15 近鉄　橿原神宮前駅 10:00 近鉄　大和八木駅

15 火 桜井 例会 ○
二十四名の決死隊　　　　　　　　　　　　　　　真暗闇の「
紀路 」を高取城へ

10 JR　吉野口駅 10:00 JR　掖上駅（わきがみ）

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　唐崎駅

16 水 関西協 のび ○ 木津の流れ橋ウオーク 12
JR　松井山手駅　　　　　　諏訪
が原公園

9:45 JR　城陽駅

17 木 南大阪
ミステ
リー

第５２回　八尾南～喜連瓜破 10
大阪メトロ　八尾南駅
八尾南駅

8:00

京都府 平日 万葉の時代に愛された 萩の名所めぐり 13 JR　京都駅 9:45 京都地下鉄　今出川駅

18 金 近笑会 特別 ○ 行基遺跡 ・ 百舌鳥古墳群を歩く 15 JR　津久野駅 9:30 JR/南海　三国ヶ丘駅

19 土 ＡＯＷＡ ＡＯＷＡ（ 2 ）

20 日 大連合 Ａ例 ○ 薬師寺東塔と秋篠川 15 JR　奈良駅 9:30 JR　郡山駅

大歩協 楽歩 ○ なにわの“ 橋 ”めぐり
6
11

JR　桜ノ宮駅 ・ 西口 9:45
大阪メトロ　肥後橋駅　　　　JR
福島駅

浪速歩 例会 【 山 】阿武山から竜王山へ 25 JR　総持寺駅 8:30 JR　総持寺駅

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-9 ）
今川と細江川のせせらぎを訪ねて

12 JR　美章園駅 ・ 桃ヶ池公園 9:30 JR　鶴ヶ丘駅

京都府 例会 京都トレイル　　京都一望の大文字山　〈 健脚 〉 10 京都地下鉄　蹴上駅 8:45 京阪　出町柳駅

滋賀県 例会 ○ 枝豆収穫ウオーク
6
12

JR　マキノ駅 10:00
JR　近江中庄駅
JR　近江中庄駅

加古川 定例 ○
ふれあいハイキング　　　　　　　　　　　　　　　〈見土呂フ
ルーツパーク・芋掘り体験〉

10 JR　市場駅 9:00 見土呂フルーツパーク



ＪＯＣ 彼岸花と南吉の里　半田を訪ねるみち 13 名鉄　青山駅 10:00 JR　半田駅

21
月
祝

オレンジ 特別 ○ 語り部シリーズ《 竹林！向日町ではいかが ？ 》 8 JR　桂川駅 10:00 JR　向日町駅

22
火
祝

近笑会 例会 ○
寝屋川流域の川を歩こう会（ 6- 5 ）　　　　　　　平野川
分水路（ 城東運河 ）の探訪

11 JR　平野駅 ･ 平野北公園 9:30 JR　放出駅

大和 例会 日本の原風景 ！「 飛鳥路 」を行く 11 近鉄　橿原神宮前駅 9:45 近鉄　飛鳥駅

神戸 楽歩
須磨の史跡を巡る　　　　　　　　　　　　　　　　（ 会員 ・
非会員共に３００円 ・ ＩＶＶ有 ）

10 JR　須磨駅 ・ 須磨海岸 10:00 JR　須磨海浜公園駅

23 水 関西協 リ-ダ ○ 堂島川から大野川緑陰道散策 10 JR　大阪駅 ･大阪市役所南側 10:00 JR　塚本駅

祝 奈良県 定例
〈 四季めぐり ・ 秋 〉　　　　　　　　　　　　　　秋の大和路
“ 藤原京跡から明日香路 ・ 彼岸花 ”を巡る

15 近鉄　畝傍御陵前駅 9:30 近鉄　飛鳥駅

24 木 大歩協 平地 ○ 神戸シーサイドから灘五郷の酒蔵めぐり
7
15

JR　神戸駅 9:45 JR　住吉駅

近笑会 例会 ○ 摂河泉を歩く（ 3-2 ） 河内の国 12 JR　久宝寺駅 9:30 JR　柏原駅

25 金 オレンジ 会員

四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　道の駅土佐大正→
⑩里川沈下橋→⑪茅吹手沈下橋→⑫⑬第1・2三島沈
下橋

18

26 土 京都 特別 第２９回天橋立ツーデーウオーク

オレンジ 会員
四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　土佐昭和駅→十川
駅→十川温泉→　　　　　　　　　　　道の駅四万十おとわ

12

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ！（ 12-9 ）　　　　　　　　　　　【 団体歩行
】だれが呼んだか１３号線　3-3

23 JR　東岸和田駅 9:00 JR　山中渓駅

神戸 Ａ例 （ 花シリーズ ）⑤   稲渕の棚田と彼岸花と案山子 10 近鉄　飛鳥駅 10:10 近鉄　飛鳥駅

27 日 京都 特別 第２９回天橋立ツーデーウオーク

大連合 Ｃ例 ○ 泉州国際マラソンコースを歩く
20
42

JR　東羽衣駅・浜寺公園 8:30
南海　岸和田駅
JR　りんくうタウン駅

大歩協 悠遊 ○ 今川緑道から平野郷１３口地蔵めぐり 11 JR　長居駅 9:45 JR　平野駅

関西協 月例 ○ 世界遺産の百舌鳥古墳群巡り 13 JR　堺市駅・東雲公園 9:15 JR　百舌鳥駅

オレンジ 会員

四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　道の駅四万十おとわ
→四万十トンネル→　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭半
家沈下橋→⑮中半家沈下橋

17

河内長野 例会 ○
大阪湾岸ウオーク  ④　                                        【
JR　西宮駅 ～ JR　西九条駅 】

18 JR　西宮駅 9:45 JR　西九条駅

29 火 近笑会 例会 ○ 高校ラクビーの聖地 ･ 花園を歩こう 14 JR　住道駅・末広公園 9:30 JR　JR俊徳道駅

桜井 例会 ○ 国家形成の意気嵩し　大和古墳群を探る 11 JR　天理駅 10:00 JR　長柄駅



１０月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 木 近笑会 例会 ○ 摂河泉を歩く（ 3-3 ）和泉の国 11 JR　堺市駅・東雲公園 9:30 JR　鳳駅

京都府 例会 門前菓子巡り 9:45 JR　京都駅 9:45 京都地下鉄　竹田駅

3 土 滋賀 特別 第８回おごと温泉 ・ パノラマウオーク

大歩協 定例 ○
⑭　お城めぐり⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　伏見桃山
城址から名水 ・ 酒蔵を訪ねて

10 JR　六地蔵駅 9:45 JR　桃山駅

河内長野 例会 ○
⑭　バラの名所　中之島公園と靱公園
【 昼食はゴール後】

10 JR　大阪城公園駅 9:15 JR　JR難波駅

奈良県 特別 ○
第８回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク　　　　世界遺
産“ 平城宮跡 ・ 西ノ京 ”を巡る

16 JR　奈良駅 9:30 JR　郡山駅

神戸 Ｂ例 甲山に登ろう 13
阪急　仁川駅 ・ 西口　　　　弁
天池公園

9:30 阪急　夙川駅

4 日 滋賀 特別 第８回おごと温泉 ・ パノラマウオーク

大連合 Ａ例 ○ ⑭　大和の竹取伝説の里 15 JR　王寺駅 9:30 JR　香芝駅

浪速歩 例会 ⑭ 【 山 】南山城最高峰・鷲峰山を目指す 30 JR　加茂駅 8:50 JR　宇治駅

関西協 月例 ○ ⑭　行基さんの終焉の地を訪ねて 14 JR　奈良駅・駅前広場 9:15 JR　郡山駅

近笑会 例会 ○
⑭　浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-10 ）
大阪市の四低山めぐり

13 JR　鶴ヶ丘駅 9:30 JR　桃谷駅

滋賀県 特別 ○ 東海道浪漫ウオーク 35 JR　石部駅

ＪＯＣ
琵琶湖湖畔から近江大橋を経て草津の宿場町夢本陣
へ　マンホールカード

15 JR　大津駅 10:00 JR　草津駅

5 月 オレンジ 特別 ○
⑭　語り部シリーズ  《 京都“ 御土居 ”                    秀
吉の街づくり（パート ② ）》

8 JR　梅小路京都西駅 10:00 JR　京都地下　北大路駅

6 火 近笑会 例会 ⑭　万葉歌碑を訪ねて（ 12-10 ）大阪府吹田市 20 JR　吹田駅 ･ 南側広場 9:00 阪急　山田駅

神戸 楽歩 ○
ポーアイとアシックススポーツミュージアム見学（会員・非
会員共に３００円・ＩＶＶ有)

10 JR　三ノ宮駅　東口南側 10:00 JR　三ノ宮駅

7 水 関西協 リ-ダ ○ ⑭　秋色のそよ風に誘われ緑道散策 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　桜ノ宮駅

京都府
ビギ
ナー

旧京都電燈火力発電所跡と三栖閘門資料館
ビギナー

6
JR　桃山駅 9:45 JR　桃山駅

8 木 南大阪
ミステ
リー

⑭　第５３回　阿倍野～平野 11
大阪メトロ　阿倍野駅
金塚ふれあい中央公園

9:30

9 金 大阪府 特別 ⑭　大阪ウオーク２０２０　せっかくウオーク 14 近鉄　古市駅 10:00 近鉄　古市駅

10 土 大阪府 特別 ⑭　大阪ウオーク２０２０ 20
40

JR　百舌鳥駅 ・ 大仙公園 7:00 大仙公園 ・ JR　百舌鳥駅

11 日 大阪府 特別 ⑭　大阪ウオーク２０２０ 20
32

JR　百舌鳥駅 ・ 大仙公園 7:00 大仙公園  ・  JR　百舌鳥駅

神戸 Ｂ例 ○ 自然群落地帯 ・ 丸山湿原 13 JR　道場駅 9:00 JR　道場駅

滋賀県 例会 ○ 大津祭ウオーク　　 10 JR　唐崎駅 9:30 JR　大津駅

加古川 定例
加古川ツーデーマーチ関連ウオーク ⑤
ツーデーマーチ・エンジョイプレウオーク

12 JR　加古川駅 ・ 北口 9:00 JR　加古川駅

ＪＯＣ
伊賀上野・城下町を巡るみち＆歴町カード・　　　　マン
ホールカード　５００選　24-03・05

15 JR　京都駅 8:45 JR　京都駅

12 月 大阪府 特別 ⑭　大阪ウオーク２０２０　せっかくウオーク 15 JR　堺市駅 ・ 東雲公園 10:00 JR　上野芝駅

13 火 オレンジ 例会 ○ ⑭　大川に架かる橋巡り 15 JR　福島駅 10:00 JR　天満駅

桜井 例会 ○ 伽藍が悉く灰燼と化した「 南部焼き討ち 」 14 JR　上狛駅（かみこま） 10:00 JR　奈良駅

14 水 関西協 リ-ダ ○ ⑭　いにしえのロマンを求めて 10
JR　寺田町駅 ･ 南口
大道南公園

10:00 JR　天王寺駅

奈良県 例会 ○ 大和の古道“ 上ツ道から山辺の道 ”へ 15 JR/近鉄　天理駅 9:30 JR/近鉄　桜井駅

15 木 大歩協 平日 ○ ⑭　街道シリーズⒹ　西国街道と茨木の遺跡を歩く 15 JR　茨木駅 9:45 JR　茨木駅

近笑会 例会 ○ ⑭　大阪市内漫遊記（ 6-5 ）   淀川区 13 JR　新大阪駅・東口広場 8:00 JR　新大阪駅

16 金 南大阪 特別 ⑭　百舌鳥古墳群（１）を歩く 13 JR　堺市駅・東雲公園 9:30 JR/南海　三国ヶ丘駅

大和 例会 ○ フラワーフェスタ　ＩＮ　馬見丘陵 14 JR　王寺駅・中央口 9:45 JR　志都美駅

17 土 大連合 ゆ-ほ ○ 吹田あっちこっち 11 JR　吹田駅 10:00 JR　南吹田駅

関西協 らく ○
花シリーズ（ 6-5 ）「 コスモス 」　　　　　　　　　　　　　　鶴
見緑地公園から城北川ウオーク

12
JR　鴻ノ池新田駅　　　　寺嶋
公園

9:45 JR　鴫野駅

南大阪 定例 街道てくてくウオーク⑦  西高野街道  ➋ 12 南海　北野田駅 9:45 南海/近鉄　河内長野駅

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【八女コース】

大阪南港

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-9 ）　　　　（ ２日前ま
でにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　長居駅　　　　　　　　　長居
公園南西角

7:45
JR　長居駅～14：40
JR　長居駅～17：00

河内長野 例会 ○ 西国街道の碑を巡る 11 JR　甲子園口駅 9:45 JR　伊丹駅

18 日 大連合 特別 【 会員限定 】日帰りバスウオーク 詳細は後日ご案内致します

大歩協 楽歩 ○  “ 大阪七福神 ” めぐり
6
10

JR　玉造駅 ・ 北口 9:45
大阪メトロ　大国町駅
JR　天王寺駅

浪速歩 例会 【 山 】　二上山と岩橋山 16 近鉄　二上神社口駅 9:00 近鉄　尺土駅



オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【八女コース】

11 新門司港 平戸市内

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-10 ）　　　　（ ２日前
までにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：00

京都府 例会 ○ 京都トレイル　東山伏見深草ルート〈 健脚 〉 10 JR　稲荷駅 8:45 JR　桃山駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０⑧ JR　長浜駅 JR　高月駅

加古川 定例 飾磨港廃線跡探索ウオーキング 10 JR　姫路駅 ・ 南畝公園 9:00 JR　英賀保駅

19 月 オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【平戸コース】

13 嬉野市内

20 火 オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【嬉野コース】

12 新門司港

桜井 例会 ○ 斑鳩の狛犬巡りと可憐に咲くコスモスの花 13 JR　王寺駅 10:00 JR　法隆寺駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　石山駅

21 水 関西協 リ-ダ ○ 隧道と公園散策 10 JR　大阪駅 ･大阪市役所南側 10:00 JR　大正駅前

オレンジ 会員
アウトドアースポーツウオークシリーズ　　　　　　【九州オ
ルレ２１コースを歩く】　　　　　　　　【嬉野コース】

12 新門司港 大阪南港

奈良県 特別
曽爾村を訪れ“ 紅葉 ”を楽しむ 　　　　　　　　　　【 バス
ウオーク 】

10 近鉄/JR　桜井駅 9:00 近鉄/JR　桜井駅

22 木 近笑会 例会 ○ 尼崎城から大阪城へ 15 JR　尼崎駅・東口広場 9:30 JR　大阪城公園駅

京都府 ＫＷＡ 第１８６回「 時代祭 」鑑賞ウオーク 13 JR　京都駅 9:45 JR　京都駅

23 金 神戸 Ａ例 せっかくウオーク（ 事前申込・参加費別途 ）
JR　三ノ宮駅　　　　　　　みなと
のもり公園

24 土 神戸 特別
みなと神戸ツーデーマーチ　　　　　　　　　　　（ 事前申
込 ・ 参加費別途 ）

JR　三ノ宮駅　　　　　　　みなと
のもり公園

大和 例会 ○ 是非歩きたい人気の里山「山の辺の道」
10
17

JR/近鉄　天理駅 9:45
天理市トレイルセンターJR　桜
井駅

25 日 神戸 特別
みなと神戸ツーデーマーチ　　　　　　　　　　　　( 事前申
込 ・ 参加費別途 ）

JR　三ノ宮駅　　　　　　　　みな
とのもり公園

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０⑧ JR　長浜駅 JR　高月駅

ＪＯＣ 永源寺のもみじウオーク 15 近江鉄道　八日市市駅 10:00 近江バス　永源寺

28 水 関西協 のび ○ 茶屋町から大野川緑陰道へ 12 JR　天満駅 ･ 扇町公園 9:45 JR　加島駅

29 木 大歩協 平日 ○
花めぐり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武庫川の “ コ
スモス ”を見に行こう ！

12 JR　北伊丹駅 ・ 南口 9:45 JR　甲子園口駅

近笑会 例会 ○ 大和川サイクルロードウオーク 15 JR　柏原駅 9:30 JR　浅香駅

30 金 京都府
ステー
ション 新選組ウオーク

WST
13

JR　京都駅 9:45
JR　京都駅　　　　　　　　タカシ
マヤ京都店

31 土 オレンジ 土例 ○ 東山の眺望を見て京都トレイルを歩く 12 JR　二条駅 9:30 JR　京都駅

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ！（ 12-10 ）　　　　　　　　　　【 団体歩行
】１７１号線　伊丹～高槻

27 JR　伊丹駅 9:00 JR　高槻駅

奈良県 特別 ○
第９回：大和国中・奈良盆地一周ウオーク　　　　　金魚
の町から“ 聖徳太子ゆかりの斑鳩町の里 ”　　　　　　を
巡る

13 JR　郡山駅 9:30 JR　王寺駅

神戸 Ｂ例 ○ 曽根の山々を見て歩く 10 JR　曽根駅 10:00 JR　曽根駅

ＪＯＣ
日本の世界遺産・歴町カード宇治十帖ウオーク　５００選
26-09

15 JR　宇治駅 10:00 宇治観光案内



１１月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 日 大連合 Ｃ例 岩湧山へススキを見に行こう【 山コース 】 20 南海　天見駅 9:00 南海　紀見峠駅

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-11 ）
コスモス　鑑賞ウオーク

11 JR　藤阪駅 9:30 JR　藤阪駅

京都府 例会 ○ 宇治十帖ウオーク（自由歩行） 12 JR　宇治駅 9:45 JR　宇治駅

3
火
祝

大歩協 平日 古墳めぐり④　王陵の谷と竹内街道 13 近鉄　駒ヶ谷駅 9:45 近鉄　上ノ太子駅

近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-11 ）  兵庫県明石市 20 山陽電鉄　藤江駅 9:00 山陽電鉄　人丸前駅

桜井 例会 ○ 春日塔跡は「 天下の御塔 」と「 院の御塔 」 11 JR　奈良駅 10:00 JR　奈良駅

大阪府 自然歩道を歩こう大阪府大会

京都府 第２１回美山かやぶきの里ワンデーマーチ

4 水 関西協 リ-ダ ○ 大河淀川展望ウオーク 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　福島駅

5 木 南大阪
ミステ
リー

第５４回　谷町九丁目～谷町四丁目 11
大阪メトロ　谷町九丁目駅
生玉公園

9:30

6 金 大和 例会 ○ 大迫力「 伊丹スカイパーク 」 12 JR　伊丹駅 9:45 JR　北伊丹駅

7 土 関西協 らく ○
花シリーズ（ 6-6 ）「 紅葉 」　　　　　　　　　　　　嵐山 ･
嵯峨野紅葉ウオーク

12 JR　花園駅 ･ 駅前広場 9:45 JR　嵯峨嵐山駅

南大阪 定例 ○ 奈良の歴史を訪ねて 13 JR　奈良駅 9:45 JR　奈良駅

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ！（ 12-11 ）　　　　　　　　　　【 団体歩行
】Ｆ難度 ！　和泉葛城山を今一度

40 JR　和泉府中駅 9:00 JR　日根野駅

河内長野 例会 大阪湾岸ウオーク ⑨　【 鳥取ノ荘 ～ 深日港駅 】 11 南海　鳥取ノ荘駅 9:45 南海　深日港駅

神戸 ゆＷ ○
池田織姫伝説聖地巡礼
（ 会員 ・ 非会員共に３００円 ・ ＩＶＶ ）

10 JR　川西池田駅 10:00 JR　川西池田駅

ＪＯＣ
コスモス祭り　４００万本咲き乱れる　　　　　　　　たつの
市揖保川町ｎｏコスモス園

10 JR　竜野駅 10:00 JR　竜野駅

8 日 大連合 Ａ例 ○ 花開く浪花文化　落語と文楽 17 JR　天満駅 ･ 扇町公園 9:30 JR　大阪駅

オレンジ 特別 ○
びわ湖１０８霊場                                            近江東
海道の４ヶ寺を巡る

14 JR　貴生川駅 10:00 JR　甲西駅

近笑会 特別
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-11 ）　　　　（ ２日前
までにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：00

京都府 例会 ○ 龍馬ウオーク   〈 健脚 〉 15 JR　京都駅 8:45 JR　二条駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０⑨ JR　高月駅 JR　近江塩津駅

加古川 定例
 加古川ツーデーマーチ関連ウオーク ⑥
加古川ツーデーマーチ直前クリーンウオーク

10
JR　加古川駅　　　　　　　加古
川市役所玄関前広場

9:00
加古川市役所玄関前広場
JR　加古川駅

10 火 近笑会 例会 ○ 高槻・鵜殿葦の原ウオーク 11 JR　島本駅・桜井駅跡 9:30 JR　高槻駅

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク　　　　　　　奈良屈指
の、紅葉名所　　　　　　　　　　　　　　錦の里 ：「 正暦寺
」を訪ねて

10 JR　帯解駅 10:00 JR　帯解駅

11 水 関西協 リ-ダ ○ 歴史の舞台巡り 10 JR　玉造駅 ･ 東小橋北公園 10:00 JR　大阪城公園駅

奈良県 例会
宇陀・八十八ヶ所霊場石仏群　　　　　　　　　　　“ 平井
のお大師さん ”を巡る

17 近鉄　榛原駅 9:30 近鉄　榛原駅

神戸 Ａ例 ○ 明石の浜のみち 14
JR　大久保駅　　　　　　　ゆりの
木公園

10:00 JR　明石駅

12 木 大歩協 悠遊 ○ 秋満喫 ・ 山の辺の道散策ウオーク
10
17

JR/近鉄　天理駅 9:45
JR　柳本駅　　　　　　　　JR　桜
井駅

近笑会 例会 ○
寝屋川流域の川を歩こう会（ 6-6 ）　　　　　　　消えた楠
根川から合流地へ

12
JR　高井田中央駅　　　　　高
井田中央公園

9:30 JR　大阪城公園駅

京都府
ステー
ション 鷹峯 ・ 光悦村を訪ねて

WST
13

JR　円町駅 9:45 ゴトウスポーツ

13 金 オレンジ 会員

四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　半家駅→⑯長生沈
下橋→道の駅よって西土佐→　　　　　　⑰岩間沈下橋
→四万十楽舎

17

14 土 加古川 特別 加古川ツーデーマーチ
JR　加古川駅　　　　　　　加古
川市役所玄関前広場

オレンジ 会員
四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　四万十楽舎→⑱口
屋内沈下橋→⑲勝間沈下橋→　　　⑳高瀬沈下橋

18

大連合 ゆ-ほ ○
“ おとぎばなし ”シリーズ  一寸法師　　　　　　　（ 打出
の小槌編 ）

10 JR　長岡京駅 10:00 JR　山崎駅

京都府 特別 第２３回一休さんウオーク 複数

15 日 加古川 特別 加古川ツーデーマーチ
JR　加古川駅　　　　　　　加古
川市役所玄関前広場

大歩協 楽歩 ○ 大阪五低山！ぶらぶらてくてく③　（ 天保山 ） 6　10 JR　弁天町駅 ・ 南口 9:45
大阪メトロ　大阪港駅　　JR　ユ
ニバーサルシティ駅

浪速歩 例会 【 山 】高雄から朝日峰へ 20 JR　嵯峨嵐山駅 8:30 JR　嵯峨嵐山駅



オレンジ 会員
四万十川本流を歩く　　　　　　　　　　　　　　２２ヶ所沈下
橋を巡り歩く　　　　　　　　　　　　　　川登大橋→㉑三星
沈下橋→㉒佐田沈下橋→　　　　　　四万十川橋

16

河内長野 例会 ○ 大阪湾岸ウオーク ⑩ 【 多奈川 ～ 加太 】 14 南海　多奈川駅 9:45 南海　加太駅

滋賀県 例会 ○ 八幡山縦走ウオーク 13 JR　近江八幡駅 9:30 JR　近江八幡駅

17 火 近笑会 例会 ○ 西宮の震災モニュメントと神社巡り 10 JR　甲子園口駅･御代開公園 9:30 JR　甲子園口駅

桜井 例会 ○ 謎の巨石・益田岩船は牽牛子塚古墳の試作品 ？ 8　17 JR　畝傍駅 9:30
近鉄　飛鳥駅　　　　　　JR　畝
傍駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　大津京駅

18 水 関西協 のび ○ なにわ展望パノラマウオーク 12 JR　大正駅・大正橋公園 9:45 JR　弁天町駅

19 木 京都府 例会 京の大銀杏巡り 14 JR　京都駅 9:45 京都地下鉄　三条京阪駅

20 金 大和 例会 ○ 「 錦秋の宇治 」ぶらりっと 13 JR　新田駅/近鉄　大久保駅 9:45 JR　宇治駅

21 土 奈良 特別 聖徳太子の里ツーデーウオーク

大連合 ゆ-ほ 紅葉の貝塚路を歩く 10 南海　貝塚駅 10:00 水間鉄道　水間観音駅

神戸 Ｂ例 ○
花シリーズ⑥　桜の園・亦楽山荘　　　　　　　　（ユキラク
サンソウ）の紅葉とトンネルウオーク　懐中電灯持参

11 JR　武田尾駅　廃線敷広場 10:00 JR　宝塚駅

22 日 奈良 特別 聖徳太子の里ツーデーウオーク

浪速歩 例会 【 平地 】ようこそ我らの森川農園へ 16 近鉄　富田林駅・東口 10:00 近鉄　河内長野駅

ＪＯＣ
多治見・修道院と古刹を訪ねるみち　　　　　　　　５００選
21-05

15 JR　多治見駅 10:00 JR　多治見駅

23
月
祝

オレンジ 特別 ○ 語り部シリーズ   《 塩屋、神戸 ･ 高台の家 》 8 JR　塩屋駅 10:00 JR　垂水駅

24 火 近笑会 例会 ○ 紀州街道を歩こう 14 JR　長居駅・長居公園 9:30 JR　東羽衣駅

桜井 例会 ○ 女官・色夫古娘の余威と残影映す里　忍海 11 JR　大和新庄駅 10:00 JR　大和新庄駅

神戸 楽歩 ○
神戸灘の酒蔵巡り　                　　　　　　　　　（ 会員 ・
非会員共に３００円 ・ ＩＶＶ ）

11
JR　甲南山手駅　　　　　　　駅
南側・和ひろば

10:00 JR　摩耶駅

25 水 関西協 リ-ダ ○ 道修町からほたるまち 10 JR　大阪駅 ･大阪市役所南側 10:00 大阪市役所前

奈良県 例会
役行者ゆかりの　　　　　　　　　　　　　　　　　“ 千光寺か
ら鳴川峠を越え府民の森 ”へ

11 近鉄　元山上口駅 9:30 近鉄　枚岡駅

26 木 大歩協 悠遊 ○ 水都大阪の水辺を歩く【 自由歩行 】 11 JR　福島駅
9：30～
10：30 JR　森ノ宮駅

近笑会 例会 ○ 紅葉の竜田川から法隆寺へ 13 JR　王寺駅 9:30 JR　法隆寺駅

27 金 近笑会 特別 古市古墳群 ・ 藤井寺を歩く 14 近鉄　藤井寺駅 9：30～　　　　10：30近鉄　土師ノ里駅

28 土 ＡＯＷＡ ＡＯＷＡ（3）大会

大和 例会 ○ 晩秋「 京都･紅葉ベスト 」めぐり 13
JR　京都駅 ･ 中央口
ひかり公園

9:45 京都地下　蹴上駅

神戸
Ａ例
Ｂ例

京都でｄｏｋｉ　ｄｏｋｉ御観合いハイ
12
14

阪急　京都河原町駅
四条大橋下

9:30
円山公園　　　　　　　　　　阪急
京都河原町駅

ＪＯＣ 京の紅葉満喫ウオーク 10 JR　京都駅 10:00 京阪　出町柳駅

29 日 大連合 Ｃ例 ○ 北生駒山麓周遊　【 山コース 】 23 JR　寝屋川公園駅 9:00 JR　寝屋川公園駅

大歩協 平日 ○
街道シリーズⒺ　なにわの熊野街道　　　　　　　　鳳から

久米田へ
12 JR　鳳駅 9:45 JR　久米田駅

関西協 月例 ○ なにわの七福神を訪ねて 15 JR　天満駅 ･ 扇町公園 9:15 JR　玉造駅

オレンジ 日例 ○ 紅葉に彩られた石仏を訪ねて当尾の隠れ里を歩く 15 JR　加茂駅 9:30 JR　加茂駅

京都府 ＫＷＡ 第１８７回「 東山もみじ 」ウオーク 12 JR　京都駅 9:45 京都地下鉄　今出川駅

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０⑩ JR　近江塩津駅 JR　マキノ駅



１２月度

日 曜 協会名 例会 JR 行　　　事　　　名 距離 集合場所
集合
時間

解散場所

1 火 近笑会
会員
事前

万葉歌碑を訪ねて（ 12-12 ）大阪府大阪市　　　　詳細
は参加希望者に後日連絡（ 大阪メトロ移動 ）

20
大阪メトロ　玉出駅　　　　粉浜
東公園

9:00 大阪メトロ　南巽駅

2 水 関西協 リ-ダ ○ 師走の天満天神　大阪城 10 JR　天満駅 ･ 扇町公園 10:00 JR　京橋駅

3 木 近笑会 例会 ○ 町屋を歩き歴史の流れを肌で感じる 11 JR　京都駅・ひかり公園 9:30 JR　二条駅

5 土 大歩協 悠遊 ○ 京の御土居と加茂街道
10
15

JR　二条駅 9:45 JR　京都駅

関西協 らく ○ 大阪空港と猪名川ウオーク 14 JR　伊丹駅 ･ 駅前広場 9:45 JR　川西池田駅

神戸 ゆＷ ○
尼崎七社巡りで霊験あらたか　　　　　　　　　　（ 会員無
料、一般 ・ 他協会３００円 ）

9 JR　尼崎駅・駅前北広場 10:00 JR　立花駅

6 日 大連合 Ａ例 ○ 京の近代名建築 15 JR　二条駅 9:30 JR　京都駅

浪速歩 例会 【 峠 】冬の生駒縦走路を歩く 13 近鉄　石切駅 9:30 近鉄　瓢箪山駅

南大阪 受託
土塔から最古の官道をたどり古代の　　　　　　　　聖地
百舌鳥古墳群へ

13 泉北高速鉄道　深井駅 9:45 南海　堺東駅

オレンジ 日例 ○ 西国三十三所めぐり ⑩  《 第２２番 穴太寺 》 12 JR　亀岡駅 9:30 JR　亀岡駅

近笑会 例会 ○
浪花すみれの大阪大好きや ！ （ 12-12 ）
大阪市の渡し船ウオーク

13 JR　芦原橋駅 8:30 JR　弁天町駅

河内長野 例会 日本遺産認定記念　金剛寺を訪ねる 13 南海　三日市町駅 9:45 南海/近鉄　河内長野駅

京都府 例会 ○ 小倉百人一首ゆかりの地めぐり　　〈 健脚 〉 16 JR　京都駅 8:45 JR　京都駅

加古川 定例 のじぎくの里を訪ねて（ 日笠山 ）〈 健脚向き 〉 13 JR　曽根駅 10:00 JR　宝殿駅

ＪＯＣ 胡宮のもみじとキリンビール滋賀工場見学 15 JR　南彦根駅 10:00 現地解散

8 火 近笑会 例会 ○ 知ってる津守 ？ と商店街 12 JR　大正駅・大正橋公園 9:30 JR　東部市場前駅

桜井 例会 ○ 二百メートル超え七基を誇る佐紀盾列古墳群
11
17

JR　奈良駅 9:30
JR　平城山駅　　　　　　　JR
奈良駅

9 水 関西協 リ-ダ ○ 安倍晴明神社と住吉さん詣で 10
JR　天王寺駅　　　　　　　天王
寺公園 ・ てんしば

10:00
長居公園　　　　　　　　　　JR/
大阪メトロ　長居駅

奈良県 例会 ○ 万葉のふるさと“ 名勝 ・ 大和三山 ”めぐる 16 JR　畝傍駅 9:30 JR　畝傍駅

10 木 近笑会 例会 ○ 新旧織りなす魅惑の熊取町 15 JR　熊取駅 9:30 JR　熊取駅

大和 特別
「 奈良を歩こう 」・１０日ウオーク　　　　　　　「 斑鳩の里
・ ロマン街道 」散策　　　　　　　晩秋の紅葉「 竜田川緑
地 ～ つれづれの道 」

10 JR　王寺駅 ・ 中央口 10:00 JR　法隆寺駅

12 土 南大阪 定例 ○ 年末恒例　厄払い八社めぐり⑱ 13
JR/阪急/阪神　三ノ宮駅北側
生田神社境内

9:45 JR　神戸駅

オレンジ 土例 ○
大阪ええとこ、あるいてみまへんか！　　　　　　　　《 阿
倍野区旧跡めぐり 》

12 JR　天王寺駅 9:30 JR　南田辺駅

京都府
ビギ
ナー

京の時計塔と京都市考古資料館　（ ５０名 ）
ﾋﾞｷﾞﾅ-

6
JR　二条駅 9:45 京都地下鉄　今出川駅

13 日 大連合
会員
Ｂ

西国街道　羅城門から須磨へ下る①
15
30

近鉄　東寺駅 9:00
JR　島本駅　　　　　　　大阪モ
ノレール　豊川駅

大歩協 楽歩 ○ いにしえの“ 坂 ”めぐり 6　11 JR　寺田町駅・南口 9:45
大阪メトロ　谷町９丁目駅　JR
森ノ宮駅

関西協 月例 ○ 竹の里と長岡天満宮ウオーク 15 JR　向日町駅・ふれあい広場 9:15 JR　長岡京駅

近笑会 例会
あんたの大阪５０キロ ウオーク（ 12-12 ）　　　　（ ２日前
までにＦＡＸで事前申込・￥500- ）

30
50

JR　大阪城公園駅 7:45
JR　森ノ宮駅～14：40　　JR　森
ノ宮駅～17：00

滋賀県 特別 琵琶湖一周健康ウオーキング２０２０⑪ JR　マキノ駅 JR　新旭駅

ＪＯＣ
京都伏見の酒蔵めぐり＆伏見稲荷大社お礼参り　　　５
００選　26-07

10 JR/京阪　伏見稲荷駅 10:00 京阪　中書島駅

15 火 桜井 例会 ○ 前田繁馬散る！　一瞬の惨劇・湯豆腐屋事件
10
15

JR　桜井駅 9:30
近鉄　大和朝倉駅　　　　JR
桜井駅

神戸 楽歩 ○
北野異人館からハーバーランド・メリケンパーク　（ 会員
・ 非会員共に３００円 ・ ＩＶＶ有 ）

11 JR　三ノ宮駅　東口南側 10:00 JR　三ノ宮駅

滋賀県 例会 ○ 大津なぎさウオーク 12 JR　大津駅 9:30 JR　石山駅

16 水 関西協 リ-ダ ○ 年忘れ天満天神御利益求めて 10 JR　大阪駅･大阪市役所南側 10:00 大阪市役所前

17 木 大歩協 平日 ○
師走の大阪 ・ 天神橋筋商店街から大阪天満宮をめぐ
る　【 昼食前に解散予定 】

10 JR　桜ノ宮駅 ・ 西口 9:45 JR　大阪天満宮駅

近笑会 例会 ○ 大阪市内漫遊記（ 6-6 ） 東成区 10 JR　玉造駅 ･ 東小橋北公園 9:30 JR　鶴橋駅

大和 例会 ○ 古都冬の風物詩「 華やかな時代行列 」 10 JR　奈良駅 ･ 改札口前 9:00 JR　奈良駅

18 金 河内長野 特別 熊野街道 ・ 百舌鳥古墳群を歩く 18 JR　長居駅・長居公園　　　 9:30 JR　鳳駅

19 土 大連合 ゆ-ほ ○ 秋深き大阪城を歩く 10 JR　森ノ宮駅・森之宮公園 10:00 JR　森ノ宮駅

関西協 特別 京街道を東海道基点　三条大橋まで ③ 15 京阪　中書島駅・伏見港公園 10:00 京阪　三条駅

近笑会 例会 ○
どんどん行くぞ ！（ 12-12 ）　　　　　　　　　　【 団体歩
行 】１７１号線　高槻 ～ 京都

28 JR　高槻駅 9:00 JR　京都駅

奈良県 例会
〈 四季めぐり ・ 冬 〉　　　　　　　　　　　　　御所の古代風
景“ 秋津洲古墳の道から飛鳥西方古墳 ”を巡る

14 JR　御所駅 9:30 近鉄　飛鳥駅

神戸 Ｂ例 年忘れ六甲超え 14
JR　六甲道駅　　　　　　　六甲
風の郷公園

9:30 神鉄　有馬温泉駅



ＪＯＣ 知多半島横断ウオーク＆えびせんの里見学 15 名鉄　河和口駅 10:00 名鉄　上野間駅

20 日 浪速歩 例会 【 平地 】定番・伊丹緑道ウオーク 11 JR　中山寺駅 10:00 JR　伊丹駅

京都府 例会 ○ 京のお金めぐり 12 JR　京都駅 9:45 JR　京都駅

滋賀県 納会ウオーク 15 JR　瀬田駅 JR　大津駅

加古川 定例
加西市ロマンの里ウオーク　　　　　　　　　　　　　　鶉野
飛行場跡（ 紫電改実物大模型見学 ）

14 北条鉄道　田原駅 10:00 北条鉄道　法華口駅

21 月 オレンジ 特別
語り部シリーズ 《 京都 “ 御土居 ”                     秀吉
の街づくり（パート ③ ）》

8 JR　円町駅 10:00 JR　京都駅

京都府 ＫＷＡ 第１８８回「 東寺終い弘法 」ウオーク 10 JR　京都駅 9:45 JR　京都駅

22 火 大歩協 悠遊 ２０２０　納会ウオーク（ 会員様限定）

23 水 関西協 のび ○ 灘の酒蔵巡り 11 JR　灘駅・脇浜公園 9:45 JR　住吉駅

24 木 南大阪
ミステ
リー

第５５回　天満橋～天神橋筋六丁目 11
大阪メトロ　天満橋駅
川の駅「はちけんや」

9:30

大和 例会 ○ わずか９年幻の廃線跡 11 JR　奈良駅 ･ 改札口前 9:45 JR　木津駅

27 日 近笑会 例会 ○ 年末調整ウオーク
10
～
50

JR　長居駅・長居公園　　　受
付： 7：00～9：30

JR　長居駅・長居公園
～ １５：３０にて終了

ＪＯＣ 納会ウオーク　歩いた道への感謝 10 JR　京都駅 10:00 京阪　出町柳駅

アドレス　hanafusa8723@n.zaq.ne.jp

河内長野歩こう会　　花　房　暢　彦

携帯　090-8827-1714

行事に参加する場合は事前に主催者団体の予定表を確認してください。

特に日時・集合場所は必ず確認しておいてください。

気象状況・交通機関等による中止になる場合があるので気を付けてください。


