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新年の挨拶   ２０２１年（令和３年）元旦    会長 石橋伸一 

 新年あけましておめでとうございます。皆様よいお年をお迎えでしょうか。 

昨年は新型コロナウイルスの感染・拡大に始まりコロナ禍 

に翻弄された 1 年でした。市体協の主要行事はすべて中止、 

会の看板行事・市民健康マラソンも 7 回目にして初の中止、 

日曜練習会や長距離記録会も一時休会と散々でしたがコロナ 

禍対策のもと一部再開、9 月の月間走り込み大会や秋にはイ 

ベント部主催で鷲峰山ハイキング、更に年末ランと出来うる 

範囲で活動を続けてきました。そんな中、全会員参加の仕事 

分担が一歩前進、そして日練参加者の増加（毎回 35 人規模 

に）など会の前進も見られました。              京田辺展望（中央は市役所） 

 今年は、まず「コロナ禍」克服を願いつつ、会員間の親睦・交流を深めつつ記録の更新や健康維持を

目標に多くの行事を進めて行けたらと思っています。まずは、自分の健康は自分で守るという意気込み

の下「走ろう会」で頑張りましょう。 

 

年末ラン イベント部 ２０２０年１２月２０日（日） 

  年末ランを終えて   年末ラン担当 浅利依子 

今年はコロナ禍で年末長距離ランをどうしようかと考

え、嵐山スタートではなく地元スタートとすることにしま

した。コースは斉藤さんとまず西山方面を試走、松井山手駅

から流れ橋までのコースを古野さんに教えてもらい、その

後何度か試走して、最終案をイベント部の皆さんにも試走してもらい、当日を迎えました。 

今回は３コースの距離設定で出来るだけ多くの人に参加してもらうことも目的の一つにしまし

た。また「年末長距離ラン」のネーミングを３コースにしたことで「年末ラン」としました。 

３０キロは、松井山手駅集合の２０人の内１１人の参加、１０キロは６人、２０キロは３人でし

た。スタートは全員で進み、新しくできた遊歩道で体操、まずは流れ橋まで全員が無事につき流れ

橋を渡り右岸へ。１０キロ組は上流へ、２０．３０キロ組は下流へと向かいました。 

３０キロ組は、案内には記載していませんでしたコッペパンが試走時に好評だったので、本番も

立ち寄り、古墳の前で並んで皆と食べたのもよかったです。恵解山（いげのやま）古墳、明智光秀

の本陣跡にも立ち寄り御幸橋でいったん解散、関屋橋へは６人で１４時４８分無事に着きました。 

１０キロ組は関谷橋から走ってきた人たちと合流、お出迎えランもあり皆さんで楽しく１１時０２

分にゴールされたようで何よりでした。今回新たなコース設定となりましたが、皆様のご協力の元

無事に終了することができました。ありがとうございました。         

 

京田辺走ろう会会報 

会長：TEL/FAX：0774-62-7170（石橋） 

E-mail：shinichi19470127@yahoo.co.jp 

   HP： http://ktrc.shinegold.org/  

 

 

mailto:shinichi19470127@
http://ktrc.shinegold.org/


 第５２７号  ２０２１年（令和３年）１月１０日発行   

 

2 

 

＊年末ラン参加者 

３０Ｋ（森岡、藤田、中島徹、中島寛、寺下、谷川、斉藤、草野、今坂、村中、浅利） 

２０Ｋ （越本、窪田、梅澤） 

１０Ｋ（北、竹原順、竹原絹、西本、古野、前薗）  

関屋橋から 坂田一、坂田敏、岡田、豊島 木津川右岸「新名神」手前で追いつき 

   お出迎えラン 香村、神田、奥村     「新名神高架橋」付近で出会い 

＊コース   松井山手駅９時→流れ橋まで ３チーム合同 その後 

Ａ（10キロコース）流れ橋渡り右岸上流へ→関屋橋ゴール 

Ｂ (20キロコース）流れ橋を渡り右岸下流へ→御幸橋さくらであい館（トイレ）→ホームコース 

 →関屋橋ゴール 

Ｃ（30キロコース）御幸橋までＢと合同 

→天王山大橋→国道五条本→府道五条本→大山崎中学校→阪急西山天王山駅（トイレ、西山こっぺ堂）

→恵
い

解山
げのやま

古墳（昼食休憩）→明智光秀本陣跡→天王山大橋→御幸橋さくらであい館（トイレ） 

→右岸上流へ→第二京阪道路新木津川大橋→ホームコース→関屋橋ゴール 

 

＜年末ラン感想文＞ 

Ｏ 年末３０キロ長距離ラン道中記    寺下 敏寛 

１２月２０日、松井山手駅からスタートし、１０キロ走の方と

流れ橋、２０キロ走の方とはさくら出会い館でそれぞれお別れし

た後、浅利、今坂、草野、齋藤、谷川、寺下、中島徹・寛子、藤

田耕平、森岡、村中、１１名の各氏と中間地点の恵解山古墳に向

かいました。 

今年は、コロナ感染に注意しながらのランとなり、全員マス

ク着用が義務としつつも、ラン中の着用はむずかしい面もあ

ります。道を歩いている方々は殆ど着用しているので、我々

にどういう思いを持っているのか気になります。      

当日は、お日様が出ているときはポカポカと暖かかったので

すが、雲に隠れると冬の寒さが応えました。 特に木津川堤防

筋は北風がまともにきて、体の心が冷えました。 

私は頻尿気味なので、トイレ場所の確保が気になっていたの    さくら出会い館での別れ    

ですが、途中にたくさんあったので、気楽に走れました。 

ハイライトは古墳ですが、行くまでに有名な「西山コッペパ

ン」に立ち寄り皆さんが行列をして昼食を求めました。古墳には

訪れている人も少なく、いくつも古代案内板が設置されていたの

で歴史好きには勉強になると感じました。帰りコースに明智光秀

が天王山の天下分け目の戦いに陣地となった跡地を案内され、浅

利さんの説明に戦国時代の厳しさを感じ入った次第です。今回の

コース設定及び準備にご苦労をおかけしましたイベント部に感謝

申し上げます。                        光秀本陣にて帰路作戦会議 
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Ｏ 年末ランに参加して（２０Ｋｍ）  越本 彰 

走ろう会入ってから「このイベントに参加したいな。」と思っていましたが、今年初めて参加すること

ができました。松井山手駅スタートから八幡市民体育館までは、「新しい京田辺の町発見」のような感じ

で、昔ながらの家屋、野菜のなった畑、お寺も数か所見ることができ、景色を楽しんで走りました。 

体育館からは、四季菜館（「あ～、去年ここで忘年会したな。と思い出し・・・」）流れ橋を渡り、いつ

もとは違う対岸の河川敷を走り、御幸橋に到着しました。いろんな方とお話をして楽しんで走れました。

ただ、河川敷の向かい風には苦戦・・・が、無事に半分の 10Ｋｍ到達です。 

御幸橋さくらであい館で休憩タイム、サプリメントはもって

いっていたのですが、お腹がすきすぎて、自動販売機のパンを

食べました。これが後半の 10Ｋｍに大いに役立ちました。（「で

あい館さん、パンおいていてくれてありがとう。」）御幸橋から

はしばらくの間、梅澤さんと並走し、為になるお話を伺いなが

ら、残り 7Ｋｍぐらいからは一人で走り、無事にゴールの関谷

橋に到着することができました。 

全体を通して、ペースはそんなに速くなく、参加された方とお

話をしながら走れたこと、休憩もきちんととれたこと、コース

が飽きることなく景色を楽しめたこと・・・と楽しいことづく

めで参加ができました。下見をしていただいた方を含めイベン

トを準備、実行された方に感謝！ 

 

〇年末長距離ラン報告（２０ｋｍの部）・・・窪田龍郎 

年末ランに初参加しました。天気予報では雪がぱらつく予報も

ある寒い朝、松井山手駅前に集合して年末ランスタートです。    ２０ｋｍコースマップ 

20人程の集団で適度に間隔を空けて走るのでペースは超 LSD、   Ⓢ松井山手駅からⒼ関屋橋 

5 ㎞地点の流れ橋を渡り木津川右岸を下ります。いつもとは違う景色が珍しく会話も楽しみながらあっ

という間に 10 ㎞ポイントの御幸橋休憩です。僕以外は 30㎞コースなので、ここからは一人旅の 20㎞

コースを戻りました。前半の LSDペースに慣れてしまってあまりペースアップできずにゴールしました。 

 

〇年末長距離ラン報告（１０ｋｍの部）・・前薗俊彦 

 松井山手駅を８時５０分にスタート。松井ケ丘小学校の東側で全員そろって準備体操。その

後、北部住民センターに向かってラン開始。途中住民センターに寄らず、八小路の村中を通り大

日本印刷工場方面に向かって農道を走る。  

途中、八幡市体育館で小休止した後、石田神社から流れ橋の木津川土手に上がり、自転車道に出た。

流れ橋を渡り、東詰で２０・３０Kmと１０Kmの我々と二手に別れる。 

我々の木津川右岸の自転車道は、道幅が広くゆったりした気分で走れ、気持ちが良い。城陽市の

２００本ソメイヨシノ桜を横目に見て、新名神高速道路の下を通り、歩道のある京奈和道へ向かう。

上流側の歩道（通称：１００円橋）を渡り、三野の村中を通り、関屋橋掲示板跡へ全員無事元気に

到着した。参加者：男性４名・女性２名 

時刻は１１時０２分で、走行距離は約１２ｋｍであった。 
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長距離記録会 強化部 １２月６日（日） 

天候: 曇り 気温：10 度 参加者数：30 名 

12 月に入りましたがさほど冷え込むこともなく、ほぼ無風で今回もコンディションに恵まれての記録

会となりました。10 キロ、20 キロでの同世代対決、世代間対決、それから夫婦間対決?!と僅差タイムの

なかでの競い合い盛り上がっています。 

距離 順位 氏名 記録 距離 順位 氏名 記録 

3km 1 井上 福身 0:25:36 

10km 

9 石橋 伸一 1:10:03 

5km 

1 岡田 陽子 0:39:30 10 谷川 琴美 1:11:31 

2 坂田 一郎 0:48:50 11 兼田 政章 1:12:39 

3 坂田 敏子 0:50:00 12 竹原 絹栄 1:12:42 

6km 1 豊島 博子 1:01:00 13 神田 妙子 1:15:00 

8km 
1 秋月 康敏 1:21:17 13 香村 久子 1:15:00 

2 前薗 俊彦 1:21:21 15 梅澤 宗平 1:30:00 

10km 

1 梶 正人 0:47:14 
15km 

1 北 幸史 1:25:04 

2 藤田 耕平 0:49:44 2 寺下 敏寛 1:37:30 

3 浅利 依子 0:52:17 

20km 

1 田實 敬幸 1:38:22 

4 浅利 良紀 0:54:03 2 矢野 博之 1:47:56 

5 窪田 龍郎 0:55:26 3 藤田 邦昭 1:48:46 

6 越本 彰 1:00:38 4 森本 忠司 1:49:01 

7 古野 敏 1:01:01 5 大槻 剛 1:52:01 

8 竹原 順治 1:07:15 6 村中 康 1:53:00 

 

日曜練習会 

＊直近の日練参加者数・・毎週日曜・朝 8時,関屋橋集合 

 １２月 ６日（1759回）・・３４名     １３日（1760回）・・３５名 

    ２０日（1761回）・・３７名     ２７日（1762回）・・３０名 

日練・表彰  100 回・・神田さん（12 月 6 日付） 

日練・大賞 2020 年は・・前薗俊彦さんと梅澤宗平さんのお二人が４５回中４５回（１００％）

で獲得されました。(今回総回数が少ないのはコロナ禍で一時休会したためです) 

連絡版（走ろう会の現状をお伝えします） 

Ｏ 次期・ 役員会・・１月９日（土）午後６時～北部住民センターです。 

Ｏ 次の長距離記録会は１月１０日(日)の予定です。 

 

走ろう会結成 35 周年 

 記念特集「私と走ろう会」と題して会員の皆様より寄稿頂いたものを 1 年間にわたって連載します。 

 

Ｏ 秋月 康敏   元気が一番！ いつまでも・・・  

2004年 6月入会（会社リタイア後入会）、早いもので入会 17年を迎えた。齢も 80歳になった・・・     

振り返ってみると、 

20周年誌 2006年：「年末長期ランは苦しかった・・・、伴走してくれたから歩かなかった・・・」  
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25周年誌 2011年：「元気が一番！いつまでも走り続けよう・・・」   

30周年誌 2016年：「元気が一番！いつまでも走りたい・・・」と掲載。 

ニュアンスが少し変わって来た。 

さて、今回の 35周年誌にはタイトルをどう綴るか・・・、「元気が一番！いつまで持つか？？？」。 

イヤここは、来年 1月に 80歳になるので、「元気が一番！いつまでも・・・」と決めた！ 

入会直後に先輩の何方かが 15 周年記念誌（2001.9 月発行）を提供してくれた。それに掲載してある

記事の中にあった、ペン書きの機関紙「走汗第一号」は 1986年 9月 10日に発行されている。 

そう云えば先日、西本さんとの会話で「走ろう会当初の機関紙は、現会長の石橋さんが担当して、数年

間は毎号ガリ版で印刷していた。それを会員の方が分担して各自宅に配送していた・・・」と・・・ 

発会から 35 年を経過した。その間、会長も役員も交替があって、メンバーも相当入れ替わったであろ

う。私は走ろう会入会時、山友会にも同時入会して、のめりこみは山友会の方が大きくなり、走ろう会

への諸々の行事参加・協力が出来ていない。 ゴメンナサイ！ 

私にとって懐かしい思い出は、「日練後のビールで乾杯！」楽しい思い出の一つだ。その後、地域の

方からの申し入れがあって、集合場所を我々の手で取り壊した。 

思い出の集合場所は少し傷んできたので私達会員で修理した直後だった・・・。 

修繕後ほんの一時期だけ使っただけだ。年配の方々の散歩中に、特に桜の季節 

には休憩所として役立っていたと思うのだが・・・ 

改めて過去の記念誌を読み直した。 そういえば私も入会約 10年間は日練で 

一号線まで、時には御幸橋まで行ったもんだ。 

懐かしい方々の写真がいっぱいだ！ゴールすると毎回鍋物料理を出してくれた 

会長、忘年会で車座になって合唱も・・・。花見ランでは、スタートは一緒に 

出るが、折り返しの地蔵院を出ると驚く速さで先輩達は行ってしまう！ 

私は道がよく分からんのに・・・。当時の写真を見るとまるで昨日のようだ。 

イキのいい自分の写真を探したが、自慢できる距離も無いし、いい顔してるのもなかったし・・・で

も「まだ負けたくない・・・」の気持ちは少しのこっているかな？ 昨今の日練は６～７㎞をたどた

どしく走っています。まだラストランにはしたくない・・・の気持です。 

 

Ｏ  西本 明    走ろう会と私 

  「走ろう会」発足時に入会しましたので、３５年間は私自身の経緯と重なってきます。 

初めの頃の１０数年は、自己の記録にトライし、各地の大会に「走ろう会」の仲間と参加するのが楽し

みで、北海道のサロマ湖へも大勢で遠征したのを思い出します。実生活も、おかげさまで、元気で前向

きに日々過ごすことができたのも、大きなおまけです。 

 今、振り返れば、あの頃は「走ろう会」も自分自身も青春編だったように思います。 

でも、一昨年の 7月に突然、肺炎を発症しまして、予期せぬ入院生活が三週間続きました。医師からは

悲観的なことを告げられ、また、もう若くはないので、戸惑うばかりでしたが、おかげさまで、幸いに

も症状も回復し無事退院することができ、普段通りの生活に戻ることができました。  

日練にも、復帰しましたし、今は通算１０００回を目指しています。 

やはり、これは、３５年間「走ろう会」会員であり続けた結果だと信じています。 


