平和と登山のページ（2019 年 7 月）
平和と登山委員会

文責：大西清見（泉州勤労者山岳会）

国民平和大行進
2018 年国民平和大行進が大阪通過、大阪府下は 6/30～7/7 ８日間
平和大行進・大阪府幹線コースは、例年通り 6 月 30 日（日）～7 月 7（日）日の 8 日間
（＋兵庫コース 3 日間）でした。大阪労山からは 19 会 92 名、連日概ね天候に恵まれ今年
も暑い中、長い距離をがんばって歩きました。シュプレヒコールも「核兵器も戦争もない
世界をめざそう」「平和憲法を守ろう」と訴え頑張って歩きました。ある沿道では女子高生や
小学 6 年生の女の子も飛び込みで参加、とても心に残ったという報告もありました。また、今

年も cowac の安部さんと大阪スキーの麻野さんが 8 日間通しで歩かれ、平和行進が盛り上
がったことは言うまでもありません。
7 月７日には、労山旗と「労山平和行進連絡ノート」を兵庫労山に引き継がれました。
以下、「owaf メーリング」と連絡ノートから心に残ったメモを紹介します。
【6 月 30 日（日）】八尾山の会の笠井です。平和行進報告します。コース：柏原市役所
～東大阪市役所、本日、無事奈良県連より引き継ぎました。天気も悪く八尾市役所までバ
ケツひっくり返したような雨の中、皆さん元気にコールしながら歩きました（柏原市役所
大和川河川敷総勢 214 名）
。労山の参加者は 16 名、参加された方本当にお疲れ様でした。
明日参加される方、天気悪そうですが身体に気をつけて頑張ってください。
【7 月 1 日（月）】予想外に雨に降られることなく、ほぼ予定通りに歩けました。この
日は河内長野市役所～松原市役所の 8 日間で最も長いコースでした。
【7 月 2 日（火）】今日もほぼ雨にも会わず元気に歩くことができました。コースは泉
佐野市役所～岸和田市役所 4 名、昼食後に岸和田市役所～和泉市役所に大西が加わりまし
た。COWAC の安部さんは通しで三日目の平和行進、和泉市役所で解散後に「ではまた明日、
和泉市役所で」と笑顔で別れました。すごいですね。
【7 月 3 日（水）】今日の後半コース担当の大西です。今日は泉大津市市役所～浜寺公
園～堺市役所（16 ㌔）のコース、この日の天気予報は「午後から雨」
、浜寺公園を過ぎて
最後の休憩場所・石津太神社頃あたりから小雨模様、それぞれ雨具やポンチョでみんな（約
100 名）堺市役所まで元気で頑張って歩きました。今日のコースで毎年楽しみにしている
のが、石津太神社で耳原友の会（耳原総合病院）から配布される手作りのうちわです。私
はこのうちわを携帯して通勤の電車や職場で愛用しています。今年いただいたうちわには
「子供たちに平和で幸せな未来を」と書いてありました。いつも耳原友の会からの素敵な
メッセージです。
【7 月 4 日（木）】7 月 4 日は朝 6 時ごろには大雨と前線が東に去り、午前中は雨の心配
もなくさわやかな風の中の行進でした。午後は太陽も出、蒸し暑い中での行進でした。今
日のコースで一番心に残ったのは、四天王寺あたりから 4 名の女子高生が平和行進に加わ
り、上本町付近まで一緒に歩き、歌声を共に楽しんだことです。（入澤）
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【7 月 5 日（金）】平和行進 7/5 担当笠井です。本日の報告をします。コースは守口区
役所～枚方区役所、出発時 90 名参加でした。本日は 1 日爽やかな風の中、快適な行進日和
でした。
「あかん！あかん！コール」や「いらん！いらん！コール」をしたりして皆さん元
気いっぱい。沿道の声援を受けたり、昨日と同じく本日も小学 6 年生女の子 3 人が飛び込
みで一緒に暫く歩いてくれたり最後まで楽しく歩くことが出来ました。本日参加の皆さん
お疲れ様でした。平和行進も残すところ 2 日間になりました。1 人でも多く一歩でも 2 歩
でも一緒に歩きましょう！
【7 月 6 日（土）】本日の報告をします。コースは高槻市役所 9：10 スタート～吹田市
役所予定オーバーの 17：30 着。午前中曇り、午後からは曇り時々晴れ、さわやかな風のも
と汗もほとんど掻かず行進してきました。参加者は 14 名、男女の内訳は、男性 8 名、女性
6 名でした。乳母車を押して参加した若い夫婦、幼児連れのお母さんなど、少しずつ世代
交代してきているかなと言う感じですね。平和な世の中が続き、誰もが、いつまでも安心
して山登りができる社会を願って、これからも平和行進に参加したいと思います。（園）
【7 月 7 日（日）】最終日の担当・佐々木です。今日は、ＮＨＫの朝ドラ「なつぞら」
でした、暑い・熱い。豊中市役所まえ 8 時 30 分、150 人位かな？労山は７人とちょっと寂
しい。9 時出発、11 時池田市役所で労山 14 人になっていました。11 時半池田発、12 時川
西市役所へ。今日のトピックス…①若いお母さんと歩いていた９歳の子供、行進アピール
に応えて声をあげていました。
将来、平和行進を引き継ぐ有望株？育ってくれるといいね。
②池田市役所前では何時も大勢のうたごえで出迎えてくれます。今年も４０人くらいの人
たちが歌って迎えてくれました。♪ 青い空は青いままで♪③池田到着時の人数より出発
時の人数が２～３割増えていました。日曜・好天のせいかな？④大阪スキーハイキングク
ラブの麻野京子さん、今年も大阪市内通し行進完歩。なんと 11 年間連続だそうです。超人
だ！87 歳の方は全国の通し行進 7 年連続だそうです。これも凄い！今日迄の参加者累計は、
私の計算では 87 人でした。行進に参加され、また援助いただいた皆さまに感謝致します。
【7 月 8 日（月）】大阪ぽっぽ会の村崎です。大阪の最終日参加の皆様ご苦労様でした。
今日 7 月 8 日（月）兵庫の 2 日目、宝塚から伊丹～尼崎のコースに部分参加しました。園
さんは休憩点の尼崎市役所でのお茶の接待にご奉仕でした。村崎は仕事が終わって 、三
和通りから尼崎商店街を行進して阪神尼崎駅前集会に参加しました。明日の兵庫 3 日目に
ついては、明日報告します。よろしくお願いします(^_-)-☆
【7 月 9 日（火）】村崎です。兵庫 3 日目、兵庫の平和行進に大阪労山から 2 名参加し
ました。
尼崎市役所前の広場の出発集会から、
キタローの園さんと大阪ぽっぽ会の村崎が、
中国街道を武庫川までの予定で歩き始めましたが…途中から幼稚園児や保育園児が参加し
て歩き始めたので、西宮まで歩くことに変更！ 兵庫労山の 30 名近い仲間と
「核兵器廃絶」
の大旗を掲げて歩きました。
2019 年 国民平和大行進参加者一覧表
月日
6 月 30 日

コース

柏原市→東大阪市

人数

累計

17

17

参加団体
八尾：11 志峰会：2 くまごろう：1
安治川：1 COWAC：1 大阪スキー：1

7月1日
7月2日

河内長野市→
松原市
泉佐野市→
和泉市

7

24

げんごろう：1 COWAC：1 泉州：1 なにわ：1
志峰会：1 くまごろう：1 大阪スキー：1

7

31

泉州：2 COWAC：1 ぽっぽ：1 中郵：1
くまごろう：1 大阪スキー：1
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7月3日

和泉市→堺市

6

37

泉州：2 COWAC：1 八尾：

くまごろう：1

大阪スキー：1
7月4日

住吉区→旭区

10

47

八尾：1 くまごろう：1 安治川：1 COWAC：2
泉州：1 ぽっぽ：1 ひまやま：1 このはな：1
大阪スキー：1

7月5日

守口市→枚方市

12

59

7月6日

高槻市→吹田市

15

74

八尾：1 くまごろう：1 安治川：2 COWAC：1
ぽっぽ：1 大阪スキー：3 きたろう：3
安治川：2 COWAC：1 ぽっぽ：1 大阪スキー：1
きたろう：2 吹田：1 ハイジ：1 ピトン：1
高槻：4 くまごろう：1

7 月７日

豊中市→川西市

14

88

安治川：2 COWAC：1 こもれび：5 きたろう：1
豊中：2 大阪スキー：1 くまごろう：1 八尾：1

7月8日
7月9日

兵庫
兵庫

3
2

91
93

ぽっぽ：1 きたろう：2
ぽっぽ：1 きたろう：1

6.30 柏原市役所→東大阪市役所コース（笠井） 7.2 泉佐野市役所→和泉市役所コース、
（大

西）

《第 48 回戦跡ハイキング》
丹後路、いっぱい歩いて登って食べて学んで…こんな旅をしてみませんか
秋の戦跡ハイキングのご案内です。今回も京都府北部の丹後地方へ出かけたいと考えて
います。日程、コースは丹後半島を時計回りで次の通りです。マイカーの都合により定員
はありますが是非、丹後路の旅をご検討ください。
9 月 21 日（土） 大阪（マイカー）－京丹後市宇川・米軍レーダー基地－伊根町蒲入漁
港にて昼食（漁港めし）－雲龍山（357ｍ）－伊根町・筒川文化センター（泊）
9 月 22 日（日） 筒川文化センター－伊根町平田、海上タクシーで伊根湾めぐり－砂州・
天橋立 3.5 ㌔を歩く－帰阪
＊京丹後市宇川・米軍レーダー基地…「山陰ジオパーク」と呼ばれ、変化に富んだ美しい景観が
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広がる京都府・丹後半島。海岸沿いの国道を走ると、突如、不気味なレーダー群が姿を現します。
京都府北端の経ケ岬から約１㎞、北朝鮮をにらむ日米の「ミサイル防衛」基地群です。国道沿いに
1000 ㎞先まで探知できるという「Ｘバンドレーダー」が置かれる米軍基地がありおます。この基地
は 2014 年に完成し、その後不停波問題や軍人の交通事故など諸問題が続出しています。今回は地元
で毎日、基地の監視を続けておられる「米軍基地建設を憂う宇川有志の会」の永井友昭事務局長に
米軍基地の実態を説明、案内をしていただきます。
＊伊根町蒲入漁港の漁港めし…昼食代は 2000 円もしますが、下の写真のようにメニューのように絶対
に後悔しない昼食です。港に設置された簡易テーブルで蒲入漁港で水揚げされた旬の魚と地元農産物
をふんだんに使った絶品料理を楽しんでみましょう。
＊雲龍山（357ｍ）…伊根町本庄地区の山・雲龍山から流れ落ちる標高差 100m の布引の滝があります。
雨量の多い時しか見られない幻の滝で、最上部まで登って幻の滝の秘密を探ってみたいとおもいます。
滝の最上部には不思議の世界が広がっていました。
＊伊根町・筒川文化センター…廃校になった旧筒川小学校を改修した施設で、調理室・浴室も完備され、
静かな山村で快適な夜を過ごすことができます。1 泊 1 人 3000 円、今回もみんなで夕食を造って夜
は楽しい交流をしましょう。
＊海上タクシーで伊根湾めぐり…海上タクシー（12 名乗り）を借り切り、伊根の舟屋の歴史や景観に
ついて説明をしてだきます。タクシーは亀島丸、運転士は大西の同級生で伊根湾めぐり人気№１です。
＊砂州・天橋立 3.5 ㌔を歩く…日本三景の一つ、天橋立は宮津湾の沿岸流できた 3.5 ㎞の砂州です。こ
の砂州の松林の中をのんびり歩いてみましょう。

参加費：約 12000 円（漁港めし代を含む）
募集人員：11 名（マイカー確保次第で定員は増加できます）
申し込み：大西清見（携帯：080－1460－3884）
8 月 15 日（木）までに申し込んで下さい。

日本一の昼食・伊根町蒲入の漁港めし、

京丹後市に配備されて米軍レーダー基地（2017 年）

どうしても右端の魚フライが食べきれません
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