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 2022年 11月から 23年 1月の行事・例会は、11月 13日（日）は近江長岡・伊吹の

里～三島池。23日（金）は紅葉を楽しむ・安土の老蘇の森～教林坊。１２月４日（日）は

立木山に登ろう。11日（日）まんだら公園・古墳を訪ねて。２３年１月９日（月・祝）初

詣～新年会。参加される方は、実施日の３日前までに、テクテククラブのホームページ「伝

助」または、ＦＡＸ（077-534-0422 星）で申し込みをして下さい。 

                   岩根・善水寺の紅葉                 
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２０２２年９月１１日（日）快晴               ゆったりコース 

     

能登川・伊庭内湖～水車公園 
 

〈参加者〉星操  吉田 永見 大工 橋田 林田 小嶋 伊藤  松尾 船橋 大西 
 松下                           １２名 

朝 9時 50分 JR能登川駅に

12名が集合。「今日は、かな

り暑くなりそうなので、適時休

憩し、水分補給をしっかりやり

ましょう」と、リーダーの大工

さん。 

田園風景の中、平坦な道を

黙々とすすむ、稲刈りのコンバ

インの音があちこちから聞こえ

ていました。伊庭内湖沿いに目

的地の巨大な水車公園に、正午

前に到着しました。 

水車公園（水車は復元したもので直径 13 メートル）      ここの水車の由来は、七世記 

前半、高麗（朝鮮半島）から僧侶・最徴師によりその原形が日本へ、そして能登川の地へ 

も伝えられたとのこと。能登川は、水に恵まれた土地で河川の清流を活用した水車を設置

して精米、製粉等に利用されてきたそうです。 

伊庭内湖は、琵琶湖へ続く河川が集まる場所で、フナや鯰（なまず）、ブラックバスな

どいるそうです。レンタルボートもあり、数人が釣り糸を垂れていました。集落の道沿い

には、きれいな水が流れていました。往復 10㎞２万歩でした。（永見 忠記） 
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２０２２年９月２５日（日）快晴                ゆったりコース 

     

堅田・春日山公園 
 

〈参加者〉長友 川辺 高木 星操 星利 大工 永見 西原 小嶋 伊藤  

橋田 松尾 林田 船橋 大西 松下         １6名 

 

好天にめぐまれ、絶好のウォー

キング日和となりました。小生、

JR 大津京駅から堅田駅に向かう

はずが、京都行きに乗ってしまっ

た。堅田駅に着いたら、すでに皆

さん体操中でました。どうもすみ

ませんでした。年とってボケてし

まったのでしょう。 

 気を取り直して春日山公園ヘ

10～15分程で到着し、古墳ゾー

ンへ向かいました。古墳ゾーンと

言っても、どれが古墳なのかよく

わからないので、標識でも立ててほしいなと思います。万葉ゾーンへ向かう道中は、山の中

で、アップダウンの山道でしたが、よく整備

されていて気持ちよく歩くことができまし

た。山道を抜けると琵琶湖を展望できる所

に到着。みんな我先にと駆け寄り、歓声をあ

げていました。やはり、琵琶湖は、私たちの

心の故郷なんだなぁと実感しました。 

 最終のシンボルゾーンは、道路の幅員も

広く、よく整備されていて、気持ちよく歩け

ました。途中小さな公園のような所で、子ど

も達が喜んで遊んでいる風景を見て、「あぁ、俺も

あんな頃があったんだなあ」となつかしい気持ち

になりました。その後、昼食をとり帰途につきまし

た。半日のコースでしたが、楽しく過ごすことがで

き、身も心も軽くなりました。（長友 善勝記）                     

〈答〉①えいざんすみれ ②ふじ ③かきつばた 

④ささゆり ⑤あおばな ⑥さくら    3 

 



２０２２年１０月１０日（月・祝）曇り時々小雨          ゆったりコース 

     

田上・湖南アルプス麓＆サイクリング 
 

〈参加者〉ウォーク（１４名）川辺 星操 永見 西原 小嶋 伊藤 大西 松下 

海藤 松尾 中村 松永 大伴 藤田         

サイクリング（４名）星利 高木 松岡 藤原     １8名 

      

 例会前日は、雨のち曇りの予報で例会を決行。

ところが当日朝６時の大津

市の１時間おきの予報で

は、９時～１３時 1１３時

～1。目的地の湖南アルプ

ス迎不動は、山といっても

アスファルトの道で問題な

いが、気になっていたのは

登山口近くの天神川を流れ

る橋。増水すると、川が橋をこえてしまう（＝沈下橋）。夫と相談して

子どもたちも参加するので、安全を第一に考え、ルートを変更し、麓  市街地にあけび 

の散策に切り替えた。             

 当日、Aコース・ウォーキン

グ及び Bコース・サイクリング

に１８名の参加でした。大津市

広報やホームページを見ての

申し込みが多くあった。 

現地では、やはり、いまにも

川が橋を超えそうな勢いで流

れている。近くの新名神工事の

警備の方が、朝は川があふれて

いましたとのこと。その天神川の上に何とも巨大な新名神工事が行われ、長年かかって緑化

した山が、自然破壊されていた。 

初参加の方の感想です。「大津広報で見て参加した。雨の予報でハラハラしていたがこれ

てよかった」「歩くだけでなく、環境の事も考えてウォーキングするのがいいと思った」 

「１０年前大津に来た。田上は初めて。知らない人との交流もあまりなかったので、また

参加したい」「今夢中になっていることは？」「吹奏楽をやりたい」（小６ Aさん） 

「ピアノとカンフー、美術部にも入っている」（中２ Rさん） （星 操記）  
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２０２２年１０月２３日（日）晴                 一般コース 

     

大津の百穴古墳群めぐり＆里山を歩く 
 

〈参加者〉 川辺 西原 小嶋 伊藤 橋田 大西 松下 船橋 林田 海藤 

菅沼 深谷 小原 西村定 西村登 大伴た 大伴和    １７名          

 

夜中の大雨も明け方にはやんで、7時頃には陽射しもさして、天気もよくなり快適に歩け

ました。京阪滋賀里駅の山手にある八幡神社に初参加の人を含め 17人が集合、自己紹介を

しましたが、一度には覚えられない。 

 川辺さんをリーダーに大津の里

山歩き、百穴古墳めぐりのスタート

です。山の小道やや住宅のそばにも

古墳があり、まさに古墳群です。 

 この古墳群は、京都に通じる山中

越えの旧道沿いとのことです。でも

残念やね。黄金の面とか飾りが出て

来ないから、上の練り物では、あま

り人気は出ないんかな。でも、機械

とか滑車、丈夫なロープのないとき

によく石の加工とか石組みができ

たもんやと感心しました。 

 途中、小嶋三千子さんの畑を見学して日吉東照宮に到

着後、京阪・坂本比叡山口駅で解散しました。10 月最

後のテクテクウォークでした。（松下 明夫記）                     

        石棺と石室 
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２０２２年１０月３０日（日）晴          



主催 大津市民活動センター 

びわ湖チャリティウォーク＆クルーズ 

第 4回目となる「びわ湖チャリティウォーク＆クルーズ」が、１０月３０日（日）に開催

されました。テクテククラブから、

長友、永見、高木の３名が、スポー

ツ県連盟の野球・スキーから３名

の計６名が要員として参加。天候

にも恵まれ、日陰に入れば少し肌

寒い気温でしたが、親子連れが元

気に参加されていました。 

私は、JR大津駅から琵琶湖に下

った京阪電車の踏切付近での道案

内でした。親子別々のＳＤＧｓに

関連した第２問目のクイズ担当で

した。子どもにとっては難しすぎ

るクイズのようでしたが、お父さ

んお母さんが、クイズを写真に撮

って、グーグルで答えを見つけて

いました。いかにも現代風だと感

心しました。 

収益は、今年は「ＮＰＯ法人リバ

ティー・ウィメンズハウス・おりー

ぶ」と「大津市母子福祉のぞみ会」

に寄付されるとのことです。３回

目の手伝いになりましたが、次年

度はぜひ、ミシガンに乗船してみ

たい思います。 

また当日は、明日都浜大津で「秋ほくほく」

と称して、キッズ体操・木工教室・水彩画教室

等も開かれ、子どもたちが楽しんでいました。

（高木 寿治記） 

 

子どもむけのクイズの 

ひとつです 
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〇新会員紹介      深谷 憲治 さん                

この度、入会させていただきました深谷と申します。現在月に

2～3 回近くの比叡山の途中まで半日程、小鳥の囀りに耳を澄ま

せ、道端の珍しい草花やキノコを撮影しながら自由、気ままに歩

いています。 

後期高齢者となり、だんだんと一人歩きが淋しくなってきまし

た。楽しく話し合える同好の皆様方とご一緒できれば心に小さな

花が咲くかと思います。なるべく皆様方の足手まといにならない

ように努めます。どうかよろしくお願い致します。 

   

◎Mrおじんのお楽しみコーナー        

各市・町のイメージ・フラワーは？   答えは、3 ページ下段に 

 〈例〉滋賀県 ○し○し ○ゃ○ゃ ○く○く ○な○な ○げ○げ  

① 大津市  〇〇ざ〇〇み〇   ② 甲良町 〇じ    

③ 高島市  〇〇つ〇〇     ④ 多賀町 〇〇〇り  

⑤ 草津市  〇お〇〇       ⑥ 愛荘町 〇〇ら    

○豆○知○識  レッツ体操 室内でできるトレーニング 

太ももストレッチ・筋トレ 

 今回は太ももを中心に鍛えます。

太ももは、大きな筋肉で体重やひざ

関節を支える役割の他、立つ、座る

といった日常動作にも使われていま

す。 

しっかりと鍛えて、いつまでも自

分の足で動けるようにしましょう。 

 呼吸は止めずに無理なく行ってく

ださい。 
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2022年 11月～12月の例会の予定について 
参加・不参加の申し込みは、「伝助」または、FAX で星さんへ申し込んでください。実施日の３日前締切り。 

行事予定地の天気が前日夕方 6 時の天気予報で午前中の降水確率 70%(山は 40%)以上や警報・危険時は中止に  

〇一般コース 7～14km 程度で、ｳｫｰｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞで歩けるがﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞが望ましい                  

○健脚コース 14km 超える又はｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝがあり、山道(岩場、ｶﾞﾚ場)、急な上り道などﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞか 

登山靴が望ましい。              8 

日  時 コース等 集合場所 

 

 

 

 

１１月１３日(日) 

 

 

 

 

         伊吹の里・三島池   

一般コース(平地) ６Km  雨天の場合 11/20(日) 

 

 ＪＲ近江長岡駅～ルッチプラザ～三島池・昼食(三島池周回

後に)～出発～ＪＲ近江長岡駅 １４:１５頃到着予定 

  利用電車 米原駅乗り換え  米原駅８番線 大垣行き 

普通 米原駅１０:００ 近江長岡駅着１０:０９ 

 帰り 米原駅 1４:３６ 

 

リーダー連絡先  大工 ０９０-５１５６-０４６３     

ＦＡＸでの申込は  星  ０７７-５３４-０４２２ 

 

 

 

ＪＲ近江長岡駅 

１０:２０集合 

ICOCAは 

使えません 

 

 

１１月２３日 

(水・祝) 

 

 

   紅葉を楽しむ（安土の老蘇の森～教林坊） 

一般コース（平地） １０Km  雨天の場合 11/27（日） 

 

    ＪＲ安土駅改札～昼食～教林坊～ＪＲ安土駅 

   15時過ぎ到着予定 教林坊拝観料 ７００円 

 

リーダー連絡先  大工 ０９０-５１５６-０４６３  

ＦＡＸでの申込は  星  ０７７-５３４-０４２２ 

 

 

 

ＪＲ安土駅 

１０:１０集合 

 

 

１２月４日(日) 

 

立木山に登ろう  一般強コース 約５Km 

     雨天の場合中止 

 

     バスで立木山へ～階段を上り参拝～山道 

     ウォーク後、昼食～山道下山～南郷洗堰前 

でバス乗車～石山駅  到着 14時半頃 

 

リーダー連絡先  星利   ０７７-５３４-０４２２ 

ＦＡＸでの申込は  星    ０７７-５３４-０４２２ 

 

 

ＪＲ石山駅 

芭蕉銅像前 

９:５０集合 

 

 

 

 

１２月１１日(日) 

 

  まんだら公園・古墳を訪ねて  一般コース ８Km 

          雨天の場合 12/17（土）  

 

   ＪＲ堅田駅～まんだら山(大塚古墳)～唐臼山古墳 

   (小野妹子の墓か?) 昼食～2時頃ＪＲ小野駅へ 

   少し山道あり、ストックがあれば良いかも 

 

リーダー連絡先  高木   ０９０-７３４６－９４３１ 

ＦＡＸでの申込は  星    ０７７-５３４-０４２２ 

 

 

ＪＲ堅田駅 

１０:１５集合 

 


