
枚岡梅林 観梅ウォーク 
（第 161 回ハイキング） 

 
近畿益田会ハイキング部 

 
今回は、生駒山中腹の「らくらく登山道」を歩いて枚岡神社の境内にある梅

林を鑑賞するウォーキングです。 
枚岡梅林は、明治１４年に枚岡神社の氏子であった地元有志らが梅の木を植

えたことに始まります。現在の梅林は昭和１３年、大阪府営枚岡公園の一部と

して開園されました。約 2 ヘクタールに 30 種類約 400 本の白梅や紅梅が植えら

れています。 
枚岡公園は「大阪みどりの百選」に、梅林は「かおり風景百選」に選ばれて

います。 
らくらく登山道からは大阪梅田のビル群、あべのハルカスさらにその向こう

に明石海峡、淡路島が見え、北は枚方、高槻方面から南は堺、和歌山方面まで

１８０度の大パノラマが楽しめます。 
 

１、日 時   3 月  ４日（土） 10 時 近鉄瓢箪山駅 集合 
 

２、コース   瓢箪山駅  らくらくセンターハウス   らくらく登山道 
 

みはらし広場   御津嶽ふれあい広場   枚岡梅林 
 
枚岡神社   枚岡駅  （約８キロ） 

                            
 

次回の計画(１６２回) ４月２日（日） １０時 近鉄 河内山本駅 集合 
    「八尾玉串川の桜並木と寺内町巡り」 
       
(参考) 枚岡神社    
神武天皇が東征の折、天児屋根命、比売御神の二柱の神を御津嶽にお祀りし、

国土の平定を祈願され、その後熊野を経て大和橿原の地に即位されました。そ

して、孝徳天皇のとき（650 年）山麓の現在地へ奉還されたと伝えられています。 
その後 768 年にこの二神は春日大社に祀られたことから当社は「元春日」と

呼ばれるようになりました 



八尾玉串川の桜並木と寺内町 
（第 162 回ハイキング） 

 
 

近畿益田会ハイキング部 
 

今回は、約 1000 本の桜が 4 キロにわたって続く八尾・玉串川の桜並木を歩き

ます。 
八尾市内に残る旧跡、昨年の大河ドラマにも出た木村重成の墓や萱振寺内町

などを歩きます。萱振寺内町の恵光寺は、本願寺八世の蓮如上人の子・蓮淳の

開基と伝えられる浄土真宗本願寺派の末寺、建立は 15 世紀後半でその時期に形

成された環濠が残っています。 
 
 
１、日 時   29 年 4 月 2 日（日）10 時 近鉄大阪線 高安駅 集合 
 
 
２、コース   高安駅     玉串川の桜並木   御野県主神社 
 
 
        木村重成の墓   萱振寺内町     近鉄八尾駅 
                         （約 8 キロ） 
 
 
次回の計画 
（第１６３回）２９年５月６日(土) ＪＲ三田駅１０時集合 
 「フルーツフラワーパークとキリンビール工場見学」 
   神鉄三田駅（電車）道場南口駅    フルーツフラワーパーク   
   神戸三田プレミアムアウトレット  キリンビール工場（送迎バス） 
   ＪＲ三田駅 （約９キロ） 
   
    

 



フルーツフラワーパークとビール工場見学 
（第１６３回ハイキング） 

 
 

近畿益田会ハイキング部 
 

 
今回は、神戸市北区のフラワーパークやアウトレットを巡って歩き最後にビ

ールの試飲を楽しむコースです。 
 フルーツフラワーパークは、中世ヨーロッパのルネッサンス様式の建物や庭

園を中心に数多くの施設が点在する「花と果物のテーマパーク」です。      

平成５年４月に開園しました。四季折々の花々を楽しむことが出来ます。 
 プレミアムアウトレットは、ロサンゼルス市郊外の高級住宅地「バサデイナ」 
をイメージした建物に約１８０の著名ブランドが勢ぞろいしています。こちら

は平成１８年７月に開業しました。 
 
 
１、日 時  ５月６日（土）9 時 30 分 ＪＲ福知山線 三田駅 集合 
                    （神戸電鉄三田駅接続） 
         集合時間が 30 分早まっています。ご注意を。 
 
 
２、コース  神鉄三田駅（電車）道場南口駅   フルーツフラワーパーク 
 
 
 
       神戸三田プレミアムアウトレット   キリンビール神戸工場 
 
 
 
       （送迎バス）ＪＲ三田駅(解散)     （約８キロ） 
 
  
 
 
次回の計画(第１６４回) ６月４日(日) １０時 京阪 守口駅 集合 
   「鶴見緑地と城北しょうぶ園」 
     守口駅 淀川河川公園 城北公園 鶴見緑地 放出駅（学研都市線）  
       



花博記念公園鶴見緑地と城北しょうぶ園 
（第１６４回ハイキング） 

 
近畿益田会ハイキング部 

 
 
鶴見緑地は、昭和４７年４月に開園しました。そして平成２年４月１日から

９月３０日まで開催された「国際花と緑の博覧会」のメイン会場となりました。 
四季折々の草花を満喫できる都市公園として広く利用者に親しまれています。 
また城北菖蒲園は、昭和３９年に関西で初めてできた回遊式の花菖蒲園で、

約１．３ha の敷地に約２５０品種およそ１３０００株の花菖蒲があざやかな花

を咲かせます。 
 
 
１、日 時  ６月４日（日） １０時 京阪 守口市駅 集合 
 
 
 
２、コース  守口市駅    淀川河川公園    城北菖蒲園    
 
 
 
       鶴見緑地    放出駅（ＪＲ学研都市線） （約８キロ） 
                          
 
 
 
次回の計画(１６５回) ７月１日(土) 

「近つ飛鳥風土記の丘から持尾城跡を経て弘川寺へ」近鉄「貴志駅」10 時集合 
                        （阿部野橋から南大阪線）  
     

貴志駅バス阪南ネオポリスバス停～近つ飛鳥風土記の丘～磐船神社～高貴寺

～持尾城跡～弘川寺～河内バス停バス富田林駅 (約 8 キロ) 



芦屋の伝説・打出の小槌を訪ねて 
（第 16５回ハイキング） 

 
近畿益田会ハイキング部 

 
 

今回は、一寸法師の伝説がある打出木槌町を訪ね、芦屋川、海浜公園を歩く

コースです。 一寸法師が鬼退治した際鬼が慌てて落とした小槌、春姫がそれ

を振るって「一寸法師の身体よ大きくなーれ」と言ったら一寸法師は立派でた

くましい若者になったといいます。打出天神社には「打出小槌」が祀られてい

ます。 
また、平安時代初期の貴族で歌人の在原業平が芦屋市に住んでいたといわれ

その歌碑があります。 
在原業平の歌 

 世の中に たえて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし 
                           （古今和歌集） 
 
１、日 時  ７月１日(土) 10 時 阪神 打出駅 集合 
 
 
２、コース  打出駅   打出天神社   阿保親王塚   松の内緑地 
 
 

      業平の歌碑    芦屋公園    あゆみ橋 
 
 
    打出駅 (約 9 キロ) 
 

 
 次回の計画（第１６６回） ８月６日（日）コースは未定 

 
次々回の計画（第 16７回）９月２日（土） 10 時 京阪 八幡市駅 集合 
   「流れ橋を渡って木津川散策」 
  八幡市駅 飛行神社 らくがき寺 サイクリングロード 四季彩館 
  流れ橋 木津川運動公園 御幸橋 八幡駅(10 キロ) 



箕面公園・こもれびの森から箕面大滝へ 
（第１６６回ハイキング） 

 
近畿益田会ハイキング部 

 
 
今回は、涼を求めて箕面の滝をめぐるコースを計画しました。 
箕面は、古くは修験道の道場でした。箕面大滝は、「日本の滝百選」に選ばれ

ている落差３３ｍの名瀑、織田信長や松尾芭蕉も見物したといわれ大滝の周辺

はマイナスイオンたっぷりで絶好のパワースポットです。西江寺は、「役の行者」

によって建てられ、福の神「大黒天」がまつられていることもあり、年中多く

の人が参拝します。 
 
 
１、日 時   ８月６日（日） １０時 阪急 箕面駅 集合 
 
 
２、コース   箕面駅   西江寺    才ヶ原口   こもれびの森 
 
 
        展望所     箕面ビジターセンター     百年橋 
 
 
        箕面大滝    唐人戻岩    瀧安寺    箕面駅 
                            （約８キロ） 
 
 
次回（１６７回）９月２日（土）１０時 京阪八幡市駅 集合 
  「流れ橋を渡って木津川散策」 
 八幡市駅   らくがき寺   サイクリングロード   四季彩館 
 流れ橋   木津川運動公園   御幸橋   八幡市駅（約１０キロ） 







嵯峨野紅葉ウォーク 
(第 169 回ハイキング) 

 
近畿益田会ハイキング部 

 
今回は、嵐山の小倉山に登り嵯峨野の紅葉を楽しむウォーキングです。 
小倉山は桂川の北岸に位置し、南岸の嵐山と相対する標高２９６ｍの山で、

雄蔵山、小椋山とも呼ばれます。平安時代山麓地は貴族の隠棲地でした。小倉

百人一首の名は、藤原定家がこの地で撰集したことに由来します。 
 小倉山 峰のもみじ葉心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ 
                     （小倉百人一首から） 
 
 
１、日 時  1１月４日（土） 10 時 阪急 嵐山駅 集合 
 
 
２、コース  嵐山駅     嵐山公園     小倉山（２９６ｍ） 
 
 
       石畳の道   六丁峠    落合橋   府道 50 号線 
 
 
       ＪＲ保津峡駅  (約 9 キロ) 
 
 
次回の計画（第 170 回）１２月 3 日～４日                

１２月３日（日） １１時 ＪＲ播州赤穂駅 集合 
  1 日目 播州赤穂駅 大石神社 赤穂城跡 赤穂御崎 赤穂ハイツ(泊) 
  2 日目 赤穂ハイツ 坂越街並み 坂越駅（解散） 
 
        

 



元禄ロマン漂う赤穂、そして坂越の街並みを訪ねる 
一泊二日のウォーキング （第 170 回記念） 

 
近畿益田会ハイキング部 

 
元禄 15 年 12 月 14 日、赤穂浪士四十七士が吉良邸に討ち入りしてから 315 年、今回は、

その元禄ロマンただよう赤穂市を訪ねます。忠臣蔵のふるさととして、また浅野家時代に

確立した“塩の国”として全国に知られている赤穂。赤穂城跡、大石神社や義士の旧邸宅

跡を歩いてまわり、元禄時代にタイムスリップします。 
2 日目は、中世以降に廻船業として栄えた奥深い入江を持つ天然の港坂越湾、そして当

時の面影が偲ばれ風情ある街並みが残っている港町坂越を訪れます。都市景観大賞（100
選）にも選ばれた伝統的建造物群による古い街並みです。 また、赤穂の豊な海が育てた

坂越の牡蠣は、身が大きくプリッとふっくらしており絶品と評判です。 
 
１、日 時  12 月 3 日(日)～4 日(月) 
          12 月 3 日(日)  １１時 ＪＲ播州赤穂駅 集合 
                （１日目の弁当は持参してください） 
    
２、コース  （1 日目） 赤穂駅   大石神社   赤穂城跡 
 
             赤穂岬   赤穂ハイツ(泊) 
                     赤穂市尾崎向山 2470-64 
                           0791-48-8935 
 
       (2 日目)   赤穂ハイツ   坂越街並み   坂越駅   
                              （解散） 
 
３、費用   １万円 （宿泊費、拝観料。交通費は含まれていません） 
 
４、申込み  6 月 4 日(次回ハイキング)まで（費用は１２月３日徴収） 

 
                   
 

申 込 書 
    平成 29 年  月   日 

 
１７０回記念ハイキングを申し込みます。 
 

      氏名           氏名             
 













馬見丘陵公園のしょうぶ 
（第１７６回ハイキング） 

 
 

近畿益田会ハイキング部 
 

 
馬見丘陵公園は、香芝市、広陵町、河合町など 2 市３町に跨る東西３キロ、

南北７キロに及ぶ丘陵地で、馬見古墳群のエリアと一致し古墳の集積地となっ

ています。 
約３０００平方メートルの敷地に約１００品種３万株が群生する菖蒲園があ

ります。そのはかにもダリア、バラ、チューリップ、ひまわり、コスモスなど

四季折々の花が楽しめる公園です。 
平成２２年９月１８日から１１月１４日の間は「第２７回全国都市緑化奈良

フェアやまと花ごよみ２０１０」のメイン会場となりました。 
私たちハイキング部も平成２２年１０月３１日（第８６回）に訪れています。 
 
 
 
１、日 時   ６月３日（日） １０時 近鉄大阪線 五位堂駅 集合 
 
 
 
２、コース   五位堂駅    三吉石塚古墳      馬見丘陵公園 
 
 
        乙女山古墳     池部駅（近鉄田原本線） 
 
                         （約６キロ） 
 
 
 
次回の計画  ７月７日（土）１０時 阪急摂津市駅 集合 
  「新幹線公園コース」 
 摂津市駅   流れの番場跡   三宅城跡   ガランド水路遊歩道 
 平和公園   新幹線公園   味舌天満宮   阪急摂津市駅 
                         （約６キロ） 
 



新幹線公園コース 
〈第１７７回ハイキング〉 

 
近畿益田会ハイキング部 

 
 

今回は当初の［旧茨木川緑地コース］を変更して新幹線公園と摂津国の歴史を訪ねるコー

スとしました。 
水と親しめる癒しの場となっているガランド水路遊歩道は、大阪府の「まちなみ百景」に

も指定されています。平和公園には、「平和の鐘」や広島市から譲り受けた「被爆石のモニ

ュメント」があります。また、新幹線公園には初代０系新幹線や電気機関車などが展示され

ておりこどもから大人まで楽しめるスポットとなっています。 
 
 
１、日 時   ７月７日（土）  １０時  阪急摂津市駅 集合 
 
 
２、コース   摂津市駅   流れの馬場跡   三宅城跡   ガランド水路遊歩道 
 
 
        平和公園   新幹線公園   味舌天満宮   摂津市駅（電車）    
 
 
        吹田駅   アサヒビール吹田工場 
                   （徒歩約 7 キロ） 
                              
         
 
 

次回の計画〈１７８回）８月５日〈日）１０時 阪神香露園駅 集合 
  「白帆が招く海辺のコース」 
    香露園駅   西宮砲台   御前浜橋   西宮総合処理センター 
    新ヨットハーバー   西宮貝殻館   西宮大橋   交通公園 
    阪神西宮駅（約８キロ） 



河内飯盛山 
（第１７８回ハイキング） 

 
近畿益田会ハイキング部 

 
  今回は、当初計画を変更して河内飯盛山に登るコースとしました。 
四条畷神社から中世最大の山城があった飯盛山に登り、野崎参りで知られる慈眼寺

（野崎観音）へ下るコースです。 
四条畷は、楠木正行（まさつら）と北軍方の高師直が戦った「四条畷の戦い」の古

戦場跡で、飯盛山の山頂には正行の銅像が建っています。楠木軍は北軍・足利方の圧

倒的な兵力の前に敗れ、正行は弟の正儀と刺し違えて自決しました。正行は、大楠公

として親しまれている楠木正成（まさしげ）の息子です。 
その昔、大阪から淀川を遡り生駒山の麓にある深野池まで舟で行くという風景がみ

られました。野崎参りです。 
大阪の油屋の娘お染と丁稚久松が身分違いの恋から心中に至った巷説が浄瑠璃と

なって語りつがれていますが、その「お染久松の墓」が野崎観音の近くにあります。 
 
 
１、日 時   ８月５日（日） １０時 JR 学研都市線 四条畷駅 集合 
 
 
２、コース   四条畷駅   四条畷神社   河内飯盛山（３１４ｍ）   
 
 
        野外活動センター分岐   展望広場   野崎観音     
 
 
        野崎駅（約８キロ） 
 
 
次回〈１７９回〉計画  ９月２日〈日〉１０時 阪神電車「香露園駅」集合 
      「白帆が招く海辺のコース」 
    香露園駅   西宮砲台   御前浜橋   西宮総合処理センター   
    新ヨットハーバー（海辺の道公園）   西宮貝殻館   西宮大橋   
    交通公園   阪神西宮駅（約８キロ） 








