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「全国交流ウォーキングｉｎ尾瀬」
（6/4～5）
に大阪から２２名が参加して、尾瀬の素晴ら
しい大自然と全国の仲間と交流を深めてき
ました。
大阪は、６月３日（水）新幹線で１日早く
群馬に入り、谷川岳温泉で１泊してから、４
日尾瀬へと向かいました。

今回で３回目という
参加者も「こんなに水
芭蕉がようさん咲いた
の見たのは初めて」と
大感激の声をあげてい
ました。
雨もなく天候にも恵
まれた３日間でした。
全体交流会では、１１８名が「尾瀬高原ホテル」
に集まり、素晴らしい尾瀬に乾杯しました。

さて、来年はどこになるのか楽しみです。

２００９年

原水爆禁止国民平和行進に参加しましょう

今年で広島、長崎に原爆が投下されて６４年目を迎えます。死者２１万人、今も２４万人の被
爆者が、心と体の傷に苦しめられています。
「あの悲劇を繰り返してはならない」という被爆者の叫びは、核兵器廃絶を求める世界の声と
なって、拡がっています。
スポーツ連盟も“スポーツは平和とともに“のスローガンを掲げて国民平和行進に参加してい
ます。
“平和なくしてスポーツはない”を合言葉にして行動を起こしています。
６月３０日に奈良県から大阪柏原市に入ってきます。
いま、各種目にも呼びかけてかけがえのない平和を守るために少しでも行進に参加をと呼びか
けています。条件の許す限りどうか参加をお願いします。
＊
２００９年国民平和大行進

＊
大阪府内の日程・コース

◆印コースは、ピースリレーと共同行進（６月３０日～７月３日）

【幹線コース】
◆◎6 月 30 日（火）柏原市役所（大和川河川敷）→ 八尾市役所 → 岩田公園（東大阪市）
12：45-13：15
15：20-15：50
17：05-17：20
歩く人
川野 弘之、田丸 敏博（卓球協）、岡崎 恵利子(ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)
生西 進(ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)
河内長野駅前で一旦流れ解散 → 近鉄長野線で「富田林西口」下車 5 分
富田林市役所で再集合

◆◎7 月 1 日（水） 河内長野市役所 →※ …富田林市役所
9：00-9：20
10：30-10：45
松原市役所
16：30
歩く人
溝口 俊則(府連盟)

→

羽曳野市役所 →
13：00-14：15

藤井寺市役所 →
15：15-15：30

◆◎7 月 2 日（木） 泉佐野市役所 → 貝塚市役所 → 岸和田市役所 → 忠岡町役場 → 和泉市役所
8：40-9：00
11：20-11：35
12：50-13：50
15：30-15：50
17：00
◆◎7 月 3 日（金） 和泉市役所 → 泉大津市役所 → 高石市役所 → 浜寺公園 → 石津太神社 →
8：40-9：00
10：00-10：25
11：40-11：55 13：00-14：20 15：10-15：25
堺市役所
17：00
歩く人
志賀 万喜子(ﾃﾆｽ協)、日野 三千代（ﾃﾆｽ協）、三木 正弘(ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ)
◎7 月 4 日（土） 住吉区役所（沢の町公園）→ 天王寺公園 → 大阪城・教育塔前 → 大阪市役所 →
8：30-9：00
10：40-10：55
12：25-13：25
14：05-14：20
南森町 → 都島区役所 → 都島本通 → 赤川１ → 旭区役所（大宮南公園）
15：10-15：25
15：50
16：30
17：00
◎7 月 5 日（日） 守口市役所 → 門真市役所 → 寝屋川市役所 → 成田山不動尊 → 枚方市役所
8：30-9：00
9：45-10：00
12：20-13：30
14：10-14：30
16：50
◎7 月 6 日（月） 高槻市役所 → 総持寺団地 → 茨木市役所 → 摂津市役所 → 吹田市役所
8：45-9：15
10：40-10：50
11：30-12：50
14：35-15：00
16：45
◎7 月 7 日（火） 豊中市役所 → 池田市役所 → 兵庫県・川西市役所
8：30-9：00
11：00-11：20
12：00

平和マラソンへ
２７自治体、１６労組、団体からメッセージ！
第２８回反核平和マラソン大会の第３回実行委員会が６月２４日（水）午後６時３０分から開
催されました。
各コースの代表から「今年は参加者が多い」「署名も１人で２０筆集めている」などの声が上
げられていました。
５月中旬に府下４４自治体へ首長のメッセージ依頼をしてきましたが、この日までに２７府・
市・町、２議長から府下過半数からの自治体よりメッセージが寄せられています。
また労組・団体からも１６団体からメッセージが寄せられ、２０１０年核非拡散条約（ＮＰＴ）
再検討会議に向けての関心の強さが表れています。
７月５日（日）の各コースから大阪城公園に向けてさらに参加者の広がりを作ろうと最後の追
い込みに入っています。
＜メッセージが寄せられた自治体と団体＞
＊北摂コース…島本町、高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、大阪市、大阪府
＊枚方コース…寝屋川市、枚方市、交野市、門真市、守口市、四条畷市、守口市議会
＊奈良コース…王寺町、三郷町、柏原市（大阪）
＊岸和田コース…岸和田市、和泉市、高石市、泉大津市、堺市、忠岡町
＊河内長野コース…河内長野市、東大阪市、富田林市
＊労働組合…大阪労連、大阪自治体労働組合総連合、岸和田市職員労働組合
和泉市職員労働組合、堺市職員労働組合、耳原病院労働組合、大阪市役所労働組合
大阪府関係職員労働組合、守口市職員労働組合、枚方市職員労働組合
門真市職員労働組合、寝屋川市職員労働組合
＊団体…大阪民主医療機関連合会、大阪府保険医協会、日本共産党大阪府会議委員団
南大阪医療生活協同組合
２７府・市・町
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★日 時
★会場・宿舎
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演

★参加費

２議会

１６労組団体

サマースポーツセミナー

８月２９日（土）～３０日（日）
内灘町 サイクリングターミナル
〒920-0264 石川県河北郡内灘町宮坂 1-9 TEL 076-286-3766
【２９日】 「平和へのメッセージ」 内灘闘争から何を学ぶか
講師 莇 昭三さん
【３０日】 「スポーツ障害とリコンディショニング」
～障害なく生涯現役であるために～
講師 山次 俊介さん
「わたしは あきらめない」～大怪我を乗り越えて得たもの～
講師 板倉 美紀さん
１５，０００円（１泊３食）

大阪テニス協

定期総会開かれる！

５月３０日（土）夜、府立青少年会館において大阪テ
ニス協会総会が開かれました。
２０クラブ２９人の出席で、参加クラブからも発言が
あり、夏の白馬サマーキャンプ３０周年や、団体リーグ
戦などが話題となっていました。
総会は、役員と決算、予算の承認を得て、新しく１年
のスタートを切りました。

第５５回

大阪ウォーキング

「二上山登山と当麻の里を歩く」は３５名が参加！！

６月２１日（日）蒸し暑い日でしたが、二上山駅に
３５名が集まって、６月ウォークを楽しんできました。
駅前には、他の登山客も多勢来ていましたが、参加
者は元気に登山に挑戦しました。急な登りにヘトヘト
しながらも全員汗をかきながら無事完歩しました。
参加者からは「しんどかったけど、終わったらスカ
ーッとした」「まだふくらはぎが痛い」など感想が寄
せられていました。次回は「泉佐野漁港青空市場」な
どを歩きます。

