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☆ ３０周年記念パーティー ☆ 

 

平成 28年 9月 22日（木）祝日に大扇にて、30名と多くの参加を頂き、開催しました。参加者には、歴代

会長の原田豊様、山路泰正様、金子英輔様といずれの方も

心よく承諾して頂き感謝しています。 

 石橋伸一現会長の御挨拶から始まり、和やかにそれぞれの

昔話しに花を咲かせたと思います。時間は思いの他早く過ぎ

た感じです。 

 最後は副会長の藤田耕平様の挨拶でしめて頂き有難うご

ざいました。次回 35周年に向け良いスタートになりました。尚

御手伝い頂いた皆様御苦労様でした。（親睦部） 

     

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail：shinichi19470127@yahoo.co.jp 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 
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☆ 大会に参加して ☆ 

8 月 27 日（土） 第 30 回記念 五島列島夕焼けマラソン ツアー記 

木村さんが知り合いになられた五島列島の T さんからのお誘いを受け五島列島を走ってきました！ 

１日目 ８/２６（金）  

今坂さんと無事合流し、ホテル近くの店で海鮮丼を食べ、稲佐山の日本新三大夜景をたっぷり鑑賞。 

２日目 8/27（土）  

早朝の船でいざ五島列島へ。ランナーらしき人で船は満席。無事福江港に到着し、T さんのお宿へ。 

泊まらせていただく別宅は鯉の泳ぐ立派な石庭に、お部屋には立派な調度品の数々、お相撲さんや有名

陸上選手の写真などがいっぱい。夜に備えてバーベキューの用意もお店の合間に準備してくださっていた。

お昼は近くのきれいな海岸で鬼岳を見ながら郊外ランチタイムを楽しむ。  

夕焼けマラソンのハーフは１７時半スタート。５キロの木村さんと応援隊の敏子さんと陽ちゃんはコンカナ

ホテルのお風呂に入りにいき、先にお宿に到着。 

ハーフ組はスタート直後は結構暑かったが、エイドのスイカにたすけられ、皆無事ゴールすることができ

た。そこから帰ってシャワーをしてバーべキュー。すでに１０時をまわっていた。T さんはお肉屋さんで、とろ

けるようなおいし～い五島牛を味わせてもらった。幸せ～～。満足～～～ 疲れた。おやすみなさい。 

３日目 ８/２９（日）  

早朝から雨、雨足がかなりきつくなってきた。予約している「五島列島キリシタン物語久賀島・奈留島編の

ツアー」はあるのか心配になる。T さんとお別れし、福江港に向かう。 福江港にいってみるとこの雨で船便

を早くする人でキャンセル待ちなどがでていた。心配していた雨はツアー出発時に止み幸先良し。残念な

がら久賀島展望台の時には雨が降り出して景色は雲の中だった。浜脇教会、牢屋の搾殉教記念聖堂、五

輪協会、江上教会など回る。信仰を守り続けるための苦難な歴史を知る。長崎に向かう船も無事出て長崎

に戻る。今坂さんとは中華街で夕食をした後、別れた。夜はホテルの屋上からの夜景も楽しめた。 

４日目 ８/３０（月）  

今日でいよいよ旅も終わり。午前中長崎市内観光を楽しみ、松井山手でリムジンバスを降りたら激しく雨

がふっていた。旅行中は天気にめぐまれてよかった。皆さんお疲れさま。今回１０人の参加が、一郎さんが

夏風邪で欠席、泉さんが体調不良のため途中で帰られて残念でしたが、走ろう会の皆さんとレースで遠征

ができて何よりでした。 

参加者： 木村、泉、今坂、高岡元、高岡三、坂田敏、岡田、浅利良、浅利依       （浅利依子記） 

 

 今坂英夫 2 時間 11 分 48 秒  ハーフ 総合 1014/2340 人 年代別 60 歳以上 77/178 人 

8月 26日、ゆうやけマラソンツアーのメンバー8名が京都から長崎に到着。私も地元長崎での開催という

ことで皆さんからお誘いがあり、参加しました。レースの方は午後 5時 30分スタート、まだ日射しが強くて汗

が吹き出す。ペースがなかなか上がらず前半は６′２０″、沿道のたくさんの方の応援があり、五島・福江

市の島民の熱意が伝わる、ありがたい。エイドでは好物のスイカがたくさんあり美味しかった。後半は適度な

アップダウンがあり、少しづつペースアップも出来て走りやすく気持ちよくゴール。タイムは今迄のハーフで

はワーストでしたが、楽しめて走れました。レース後は木村さんのお知り合いの方の家に泊めていただき、

絶品の五島牛を味わい感激しました。翌日は朝から雨でしたがアサリコさんのお世話で教会群の歴史ツア

ーに参加し、夕方の最終便の長崎行の高速船が台風の影響で出航が危ぶまれましたが、出航できて皆一

安心でした。今回、お世話頂いた浅利依子さん、木村さんありがとうございました。 
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ハーフ 浅利良紀 2 時間 01 分 26 秒 

浅利依子 2 時間 22 分 14 秒 

高岡三樹子 2 時間 37 分 46 秒 

高岡元章 2 時間 25 分 54 秒 

５Ｋ 木村明司 40 分 30 秒 

番外編  

９月２６日に T さんが関西に来られ、ホームコースの関屋橋にてランと交流を深めることができました。 

 

9 月 18 日（日） 第 35 回 一関国際ハーフマラソン  

満岡冨佐子 2：03：04   115 位／  288 人中 

満岡 政明 2：10：09  1,301 位／1,873 人中 

岩手県一関市の市街地を少し外れた総合体育前がスタート・ゴールで、２か所の折返し点（平泉折返し

と舞川折返し）を持つＹ字型をしたコース。東北とはいえ京都と変わらぬ暑さを感じ、目標はキロ６分ペース

の２時間６分、制限時間は２時間３０分。 

風はなく曇り、時々小雨が降ったり、日が射したりの大変蒸し暑い天気。９時５０分スタート。一面に広が

る黄金色の田園風景、所々に綺麗に手入れされた花壇がありとても気持ちが良い。しかし、比較的フラット

なコース（？）なのに、ＪＲ東北本線と北上川の横断の急な登り・下り（計４回）が脚に応え、後半は徐々にペ

ースダウンしてしまいました。 

結果は、ハーフで６分ペースを超えるワースト記録でしたが、今の脚力を反映した走りはできたと感じて

います。いい汗もタップリかくことができました。 

☆ 日練参加 500回 ☆ 

奥村長芳 

走り始めたのが山城大橋が架け替えになった１９９８年ですので、１７年になります。架け替えを記念して

山城大橋をスタート、ゴールにしての５キロが初めての大会でした。その時に走ろう会の先輩方が上位で名

前を連ねていらっしゃいました。 

『田辺走ろう会』は走り始めた頃に発行されていた雑誌（確かシティランナーという雑誌だったと思います。）

で読んで存在は知っており、どちらかというと怖いお兄さんがいる早い人たちの集まりという感じでした。 
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走り始めて何年かしていろいろのところに顔を出して練習していましたが、記録が頭打ちになり、意を決

して田辺走ろう会に参加させていただきました。当時の走ろう会は２０キロが当たり前で、前半飛ばしても帰

りの流れ橋ぐらいで竹原さんに追いつかれ、ヒーヒーいいながら懸命についていこうとしていたのをよく覚え

ています。 

あそこが痛い、ここが痛いと言いながら続けてこれて、日練５００回もこれたのも皆さんの温かいお言葉と、

始めたの遅く、また何かできるのではないかと、距離を短くしたり、いろいろして執念深くやってきたからかと

思います。年々、前年の自分に勝つことが難しくなってきましたが、今後も諦めずに続けていきたいと思い

ます。 

秋の合宿 １０月１日（土）～２日（日）  天橋立  梅澤宗平  

１．参加して正解、イベント部長に感謝 

前の週の日練で左足の外側ハムストリング   

を傷めた。金曜日にはパンパンに腫れ上がっ

た。歩くのもやっとの状態。こんなことではみな

さまに迷惑かけるのは必定。イベント部長に電

話で状況を説明。「大丈夫」その一言で参加

を決意。合宿ではなんとか完走することができ

た。案の定、みなさまにご迷惑をかけてしまっ

たが。イベント部長とみなさまに感謝。 

２．天の橋立を満喫したコース 

    初日、天気は曇。宿舎から松林（天橋立）を抜けて傘松公園まで走る（約 4km）。傘松公園を下りて

から 2 グループに分かれる。阿蘇海周回コース（約 10km）と松林コース。当初は松林コースに参加

する予定であった。実は松林コースは始め観光船を利用する予定であった。松林入口で準備体操。

屈伸は止めといた。最後尾に着けておそるおそる走る。ハムストリングに負担をかけないため、忍者

走りをする。なんとか松林を走りきった。元伊勢籠神社をゆっくり散策。その後赤米うどんを昼食で食

べる。量が少ない。傘松公園は全員歩いて登った。股覗きに挑戦。無謀にも阿蘇海コースに変更し

て貰う。海岸沿いの遊歩道を走る。途中いろいろあったがなんとか完走できた。2 日目、天気は晴れ。

宿舎から雪舟観を目指す（約 6km）。今度は宮津港に沿って走る。宮津の市街地の外れにある獅子

崎稲荷神社を登りきったところに雪舟観はあった。この場所から見た風景が雪舟の「天橋立図」に構

図が似ているということであるが全然視点が低い。背景の山と重なり天橋立がよく分からない。さらに

半数は先に走る。2km ほど進んだところに祠があり、砂浜に下りることができた。その後全員が銭湯

を目指す。途中会社の保養所や別荘群の脇を走る。時間通り銭湯に滑り込んだ。こうして 2 日目も

なんとか完走できた。 

３．合宿に初めて参加 

    昨年の 10月 1,2日は東北の山を登っていた。その前は市民登山で御嶽山。その前は自分が担当

の公開登山でリトル比良。故あってそっちの方はやめた。今回初めて合宿に参加させて頂いた。予

想通りに楽しかった。次回もよろしくお願いします。 

４．ハイビーム走法 

     疲れるとややうつむき加減になる。横でサポートしてくれている A さんが「私も指摘を受けるけど

20m 先を見て走るといいよ」（うまい言い方やと感心）と教えてくれる。ハイビームと同じやな。成る程

傘松公園から望む天橋立 
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呼吸が楽になる。以後ハイビーム走法を実践した。 

 ５．内出血の治り方と実年齢 

痛いハムストリングとは別のところでかなり広範囲に内出血を起こしていた。傍目にはとても走れる

状態ではないようにも見える。が内出血によって症状

がむしろ軽くなった気がする。２日目はさらに足の状

態が改善した気がする。ところである方に内出血の

治り方で実年齢が分かると聞いた。内出血が引く前

に一度黄色くなったら老人。黄色くならずにそのまま

治癒すれば若い人。実は血管年齢は 15歳ほど若い。

なので黄色くならないのではとも思う。今のところは

黄色くならずに治りそうである。それがどうしたと言わ

れそうな話ではあります。 

 ６．雪舟天橋立図 

解説に八十歳を超えて作成したとある。いわば現

役であったということ。僕の理想です。遅いながらも走り続けることがその助けになるのではと考えて

いる。 

☆ 連絡版  ２０１６．１０．２  京田辺走ろう会・役員会 ☆ 

Ｏ 9 月・走り込み月間が終わりました。この１カ月間に走った走行距離をご連絡ください。（自己申告です）

→強化部・横尾さんまで 

Ｏ 京田辺市マラソン大会１０月１６日（日） 木津川河川敷運動公園 開会式 9：30 

  スタート 10：10  体協より会への役員要請・今回は後続者のみ・・（  ）内の４名の方にお願いしまし

た。 

２ｋｍ親子ペア（前薗）、３ｋｍ小小・中学生（藤田耕） 

３ｋｍ一般・壮年（坪倉）、１０ｋｍ一般・壮年（古林） 

Ｏ 体協より 

ｏ 生涯スポーツフェスティバル 2016（役員要請） 

     １０月９日（日）中央体育館・多目的広場 午前１名、午後１名 

      →午前（竹原順）、午後（泉）さんにお願いしました。 

   ｏ 一休さんウォーク 11月 12日（土）多目的広場 午前９時～ 

      浅利依子さんにお願いしました 

Ｏ 大会へ参加される方、日練時の連絡板（この掲示板）の大会参加（予定者）一覧の用紙に記名（大会

名も）ください。結果（記録）の報告（走汗の原稿・できるだけ簡潔にお願いします）も宜しくお願いしま

す。 

Ｏ 平成 28年度、年会費納入・・現在７７名（現在の会員数です。２７年度は８０名でした）  ９月 新会員

３人、再加入１名 

Ｏ 第 3回木津川ロードレース大会時に、体協より借用したストップウオッチが紛失。色々と探してみました

が出てきません。役員会で確認して弁償することにしました。同じメーカーのストップウオッチを業者

にお願いして新品でお返ししました。なお業者のご好意で半額以下の 3000円にしていただきまし

た。 


