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Ｍａｉｌ s5ｈ6ｚｂ＠ｂｍａ.ｂｉｇｌｏｂｅ.ｎｅ.ｊｐ（星 利三） 

 

１ 

新年のご挨拶 

新年あけましておめでとうございます。 

今年は、「寅年」です。虎は「百獣の長」と言われ、勇猛で威風堂々たる気概を表す動物と考え

られてきました。この「寅年」にちなんで、わが「びわこテクテククラブ」も、今日は東へ、

明日は西へと闊歩しましょう! しかし、一方でコロナの影響は、まだまだ予断を許しません。

お互い体調には充分気をつける事も忘れてはならないと思います。 

 このように、今年は、慎重にして大胆にウォーキング楽しみましょう! 「こんな所へ行きた

い」など、皆様のご意見、ご希望をどんどんお寄せ下さい。     会長 長友善勝 

                      びわこテクテククラブ会長 長友善勝 

 

絵 「たまねぎ」札本倫子  ５０号 

    草津市美術展 特別賞受賞 

      



２０２１年１１月６日（日）快晴                一般コース（やや健脚） 

 

若葉台渓谷～国分 

（参加者）松下 川辺 星利三 小嶋 伊藤 松尾 吉田 中村 西原 福本 西村 １１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１５，０００歩） 

 

 快晴の下、一般参加３名を含む１１名が参

加。 「今日のコースは、山道コース海抜５０

０m まで登ります。展望のないコースですが、池

のあるコースと山の中にお茶の木が生えている

コースが特徴です」とリーダーの星（利）が説

明して帝産バス焼野行きのバスに乗る。 

 大津市南部は、江戸時代から茶の栽培がさ

れ、「殖産興業」の掛け声で明治初期には、海外

移出品として知られていた。（大津市史） 

 観音口バス停手前で降り、新しくできた若葉

台防災公園でストレッチ体操をして登山口へ。 

 

【国分にある「幻住庵」は松尾芭

蕉が４か月間過ごした草庵】 

 
句碑   「先ず たのむ 椎の木もあり 夏木立」 

２                      

嶋が池・中池 新池の３池堤防にて昼食 

 登って３０分位すると、見事なエメラルド色に輝く鏡のような池に到着。 

なだらかな谷筋を２０分登ると 海抜５３０mの峠に到着。 ここから下り道は東海道自然歩

道に合流した道で国分方面に向かい三ツ池の堤防で昼食。 

 途中、西原さんより「今日は星操さんの個展がギャラリー唐橋であるので皆さん行きまし

ょう」と提案して頂いた。 昼食後は、国分の松尾芭蕉で有名な幻住庵によって解散。 

参加者の声 

・川のせせらぎの音を聞きながらの渓谷歩きは、

気持ちが良かった。 

・落ち葉でふわふわの山道は足が疲れず、体にや 

さしくて、良かった。 

・落ち葉の道をカサカサしながら歩くの大好き。 

・もう一度登ってみたいので、詳しく教えて。 

             ・・・・・・・など 

 



１１月１３日（土）               主催 明日都市民活動センター 

びわこチャリティウォーク＆クルーズ 

 

参加者（ボランティア）：永見、高木、川辺、星利三、星操、渋谷（県連理事長）、今井（卓球） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

３ 

 暑くもなく寒くもない絶好の行楽日

和。 浜大津明日都市民活動センター主

催で、今年もびわ湖ウォーク＆クルーズ

がおこなわれました。 

 イベントに当たって、県連盟へ支援の

依頼があり、７名が参加しました。 

このイベントは、生活困窮家庭や生きづ

らさを抱えた青年たちを支援する団体

に 
へ、参加費を寄付することが、大きな目的です。 

そして、このイベントを１６の企業・団体が協賛しました。 早くから申し込みがあり定員２０

０名が満席となりました。 

大津駅から浜大津港までのウォークでは、４か所に２人１組で道案内とクイズラリーの看板を

掲示して、クイズを解いてもらいました。 

クイズの内容は 

 Q１問・・・ＳＤＧｓ達成度ランキングで日本は１６５か国中何位でしょう？ 

 Ｑ２問・・・女の人がおんなの人を好きになったり、男の人が男の人をすきになるのはおかし 

い（＝社会的に認められない）事である。 

 Ｑ３問・・・日本ではかって外国の国々と戦争をしました。今田に国同士でわだかまりが残っ

ていて対立していることもよくあります。 また世界では紛争や戦争が続いてい

ます。 わたしたちはどのようにすべきでしょうか。 

（ア） 昔の敵は今も敵なので許してはいけない。 

（イ） お互いの文化や価値観を認め、理解し平和な世界を作るために努力する 

 

                            答えは、P8に書いています 



２０２１年１０月２１日（日）               一般コース 

胡の宮神社～多賀大社へ 
 

参加者：松下、大工、星操、利三、船橋、小嶋、大西、伏木、永田、伊藤、林田政子、俊之、 

橋田、村田、永見、西原、松尾、脇         １８名 

 

 

紅葉が見頃で秋晴れの日・近江鉄道「多賀 

大社前」駅に久方ぶりに多い 18名の参加者。 

敏満寺という地域は、古代から中世にかけて 

巨大寺院であったが戦国時代に浅井長政や織 

田信長の軍によって消滅したそうだ。 

現在、その旧境内に胡宮神社、名神多賀ＳＡ 

などがある。  

まず、全国でも珍しい寺・神仏習合の清涼山 

不動院を見学したあと、名神高速を見下ろす 

眺めの良い丘にあり、聖徳太子が彫ったとい 

われる石像聖観音立像もある胡宮神社へ向かう。 

参道には、真っ赤な紅葉が参拝者を迎えていた。この神社から、名神・多賀ＳＡへの遊歩道が

続いている。 

車では幾度も行っているが、歩いてＳＡに入るのは初めてである。ここで昼食となった。 

 この後、古くから「お多賀さん」の名で親しまれている多賀大社に参拝した。七五三の親子連 

れ、観光客が多く訪れていた。名物「糸切り餅」など買い求めた。リーダーの大工さんの丁寧 

なガイドに感謝・感謝。２回目の参加の大西さんが加入され嬉しいウォークとなった。                 

（永見 忠記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

胡の宮神社 血染めの紅葉 

多賀大社  太鼓橋（別名 そり橋） 

胡の宮の磐座 ４ 

Mｒおじんコーナー    答え 

① 二点採用されたアイデア商品 

② 底ついについた資金繰り 

③ 厚くむいてよ 柿の皮 

④ 皆怒るコロナ後手対策 

⑤ 寒いな身にしみる今日の朝 

⑥ コロナさわぐ人から人へ 



２０２１年１２月５日（日）           一般コース（やや健脚） 

虎御前山へ 
参加：大工、星利三・操、長友、伊藤、小嶋、松尾、船橋、大西、松下、川辺、海藤，三國、吉田 

   久古                                 参加１５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 １０時２０分、JR 虎姫駅を出発し、虎御前

山登山口へと向かった 

登山口で大工さんからルート説明を受けた。

３０分程山の中を歩くと、滝川、信長、秀吉、

柴田氏が築いた砦跡に出会った。 

砦跡と言っても、こじんまりとして少し土が

盛られているだけで、説明版を見ないと砦跡か

どうかわからない。            

 

 

 

 

クネクネと繰り返すアップダウンを経て、JR河毛

駅に到着し、駅前広場で昼食をとった。昼食後、中

島城跡（信長が浅井軍から奪ったとされる）へ立ち

寄った。               長友記 

               ( 長友 善勝記) 

 

雪をかぶった伊吹山がすっきりみえる 

虎御前山 山城 

虎御前山 登山口 

リーダー 大工さんより 

元亀１５７０年の姉川の合戦では、決着が

つかなかったがその後信長がいかにして浅

井長政を滅ぼしたかを、振り返りました。 

今回は信長が小谷城攻防戦の最前線基地

としてきずいた虎御前山城を音連れ、当時の

信長の心境に迫りたいと 

思います。 

大工さんのお友達三國さん。 

四国のお遍路参りに１か月半かけて歩

き通されました。 



２０２１年１２月１２日（日）       一般コース（やや健脚） 

三雲城址 

参加者  ：大工、川辺、吉田、永見、松下、大西、小嶋、伊藤、松尾、星み、久古、中村 

 今日は、三雲城址を回るコースとなります。 

２０２１年最後のウォーキング、寒くなく天気もい

いので三雲駅から快適なスタートとなりました。 

 途中で狩猟のような組と会いました。 

「わ、鹿かイノシシに間違われないようにしよう」

「撃たれたらやばいで」「めちゃ怖い」。 

 アップダウンの所を通り八丈岩にたどりついた。 

「へぇ～この岩が落ちそうで落ちない岩か？」 

「本当に落としてやろうか！落ちても知らんぞ」、で精一杯押してみる。「あっ、やっぱ無

理動かんわ。」これは試験に合格するよ！！ 良かった良かった。 

それから三雲城跡は数分で到着、本当に景色のいい所だった。 NHKの朝ドラ「スカーレッ

ト」のロケ地になったらしい。 

 「わかる～～」「さっ、昼飯だ」殿様気分でおにぎりをほおばる。 

あとは帰路だ。 途中天井川のところにでっかい弘法杉を見た。 こんな街の中にでっかい

杉があるなんて！ 樹齢７５０年だって～すごいわ！！  

 
屋久島に行かなくても感動した。 

 この「テクテククラブ」入会してよかったと思います 

健康のための歩行だけでなく、いろいろな知識を役員の大

工さんらに教えててもらえ会話が弾む。 来年ももらさず

参加したいとおもいます。 

 此れは行った所の写真だけでなく行った場所の案内か

た 
タログを帳面に貼り付けたらいいな～ 

 「皆様、これからもよろしくい願いします。 

                     （松下） 

八丈岩 合格祈願を願って ６     JR三雲駅 構内 大看板  猿飛佐助のふるさと    



新会員紹介コーナー  

 初めまして大西良知と申します。 

今年 3月末で会社員卒業したが 50肩になり、医者より運

動不足と指摘されました。 

ウォーキングをやろうと一人で長浜、米原に数日行く

も、道を探しながら歩くと疲れが倍増し野獣など危険な箇

所もあり一人では続かないと判断してネットで検索して HP

拝見しました。 

体験会参加し、星さんからいろいろ親切にわかりやすく

ご教授頂き、入会を決めました。 

 

 

 

、 

大西良和さん 

 毎日１５～２０㌔どこかの

主宰する団体のウォーキング

行事に参加されている超健脚

さんです。 

Mrおじんのコーナー 

（少し言葉を足してのゴロあわせです） 

例 ナンバープレートから（あ８１５１ 淡い恋むかしのこ

と） 

①  に・３１４   ⓶ そ５２３２ ③ あ ２９６１ 

④ み７０５６    ⑤ さ６１７３  ⑥ こ６７８３ 

                   （出題  吉本明治） 

豆知識 レッツ体操 足首のほぐし（雑誌「いつでも元気３０周年記念パンフより」 

足首や手首は多くの骨で構成しておりしっかりほぐしたり鍛えたりすることで体の動きを 

スムーズにできます。 

７ 




