
松寿会京阪神Ｃブロック

実施日 毎月第１木曜日　　　　　但し 暑い７・８月　寒い１・２月は休みです

＊ＮＨＫ-ＴＶ 午前６時55分頃の天気情報で、6～12時の大阪の降水確率が40％以上

　の場合は「１週間繰り延べ」更にその日も40％以上なら「その月は中止」とします。

携行品 必ずいるという物はありません。当日配布の「コースガイド」を見ながら

楽しく歩きましょう。服装は歩きやすければＯＫです。

　　　　　昼食は解散後、各自ご自由に！

行き先

4.0Km

集合場所・時間

累計
262回

コース

 

3.0Km

集合場所・時間

累計
263回

コース

4.5Km

集合場所・時間

累計
264回

コース

4.0Km

累計
265回

コース

JR 天王寺駅 中央改札口付近 午前　10時00分

JR天王寺駅 ＝ 阪堺電車松虫駅 ━ 丸山古墳跡 ━ 聖天山古墳・正圓寺
━ 佐藤魚丸墓所 ━ 天下茶屋跡 ━ 紹鴎森天満宮━ 阿倍野神社 ━
帝塚山古墳 ━ 生根神社 ━ 大海神社 ━ 住吉大社
   　                                ━ 南海住吉大社駅・・・解散

■第32回 2022年6月2日（木） 【旧熊野街道に沿って】 予備日 6月9日

JR 天王寺駅 中央改札口付近

JR天王寺駅 ＝ 阪堺電車松虫駅 ━ 松虫塚 ━ 阿倍清明神社
　━ 阿倍王子神社 ━ 万代池 ━ 宝泉寺 ━ 住吉大社・・・解散
　　　　　　　　　　　　　　　※ 南海電車　阪堺電車に直ぐ

集合場所・時間 午前　10時00分

京阪土居駅 西改札口付近 午前　10時00分

京阪土居駅━ 守居神社━ 義天寺━ 文禄堤跡━ 難宗寺━盛泉寺
━ Panaさくら広場━ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸミュージアム・・・解散
　　　　　(京阪西三荘駅へ徒歩3分)

■第31回 2022年5月5日（木） 【旧紀州街道に沿って】 予備日5月12日

JR京橋駅北改札口付近 午前　10時00分

JR京橋駅━ 京橋中央商店街━ 榎並城跡━ 七曲り━ 関目神社━ 森小路商店街
━ 京阪森小路駅・・・解散

■第30回 2022年4月7日（木） 【旧京街道を歩く②文禄堤を巡る】 予備日4月14日

大阪市24区を、64回 8年かけて散策します。毎回 大阪の新発見がありますよ～

新々・大阪町中散策（2022年度）

 大阪の文化産業の発展にかかわる場所・人・記念碑などを訪ね、もっと大阪を知ろうとす
る行事です。「こんな所に」と長い間大阪に住みながら、知らないことが見つかりビック
リしたり、四季折々の癒される風景があります。
 松寿会 Cブロックの行事ですが、ご家族を含め多くの皆さんの参加をお待ちします。

　　お世話係　林田・安達

■第29回 2022年3月3日（木） 【旧京街道を歩く①】 予備日3月10日

コロナ対応で中止

（予備日開催もありません）



 3.0ｋｍ

集合場所・時間

累計
266回

コース

3.5Km

集合場所・時間

累計
267回

コース

 

3.0Km

集合場所・時間

累計
268回

コース

 4.0ｋｍ

集合場所・時間

累計
269回

コース

 4.0ｋｍ

集合場所・時間

累計
270回

コース

3.5Km

集合場所・時間

累計
271回

コース

■第39回 2023年5月4日（木）  4.5ｋｍ

集合場所・時間

累計
272回

コース

ﾒﾄﾛ大国町駅 ━ 願泉寺 ━ 敷津松之宮大国主神社
━ 折口信夫生誕地 ━ 難波八坂神社 ━ 鉄眼寺
━ ＯＣＡＴビル ・・・解散

■第36回 2022年12月1日（木）

【田辺・王子界隈】

ﾒﾄﾛ谷町線文の里駅 改札口付近 午前　10時00分

■第37回 2023年3月2日（木） 【駒川・矢田界隈】 予備日 3月9日

ﾒﾄﾛ谷町線駒川中野駅　改札口付近

ﾒﾄﾛ東梅田駅━ 綱敷天神社━ 鶴乃茶屋跡碑━ 豊崎神社━
 佐伯祐三生誕地━ 富島神社━ 阪急中津駅・・・解散
　　　　（ﾒﾄﾛ御堂筋線中津駅へ徒歩10分）

午前　10時00分

【梅田・豊崎界隈】　 予備日12月8日

ﾒﾄﾛ谷町線東梅田駅北改札口付近
　　　(府警ｺﾐｭﾆﾃｨ広場)

午前　10時00分

JR福島駅 ━ 聖天通商店街 ━ 浦江聖天 ━ 海老江八坂神社
 ━松下社主創業の地記念碑 ━野田城跡碑━JR野田駅・・・解散

ﾒﾄﾛ 駒川中野駅 ━ 桑津今川堤跡 ━ 中井神社 ━ 酒君塚 ━
鷹合神社 ━ 今川のせせらぎ ━ 中臣須牟地神社 ━ 近鉄矢田駅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・解散

■第38回 2023年4月6日（木）

【福島・海老江界隈】

予備日4月13日

JR環状線 福島駅 改札口付近 午前　10時00分

ﾒﾄﾛ文の里駅 ━ 桃ヶ池公園 ━ 法楽寺 ━ 山阪神社━ 大阪高等学校跡
 ━ 小町塚・播磨塚 ━ 伝北畠顕家墓━ ﾊﾞｽ北畠公園前 ・・・解散

予備日5月11日

南海難波駅 ＝ 住吉大社駅 ━ 住吉公園 ━ 高灯籠 ━ 十三間川のせせらぎ
　━ 霰松原碑 ━ 住吉行宮跡 ━ 大歳神社━ 浅沢神社 ━ 住吉大社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・解散

■第35回 2022年11月3日（木）【大国町・難波界隈】 予備日11月9日

ﾒﾄﾛ御堂筋線 大国町駅南改札口付近 午前　10時00分

■第34回 2022年10月6日（木）【四天王寺界隈】 予備日10月13日

JR天王寺駅 中央改札口付近 午前　10時00分

JR天王寺駅 ━ 統国寺 ━ 庚申堂 ━ 超願寺 ━ 四天王寺
━ 元摂津国分寺跡 ━ JR寺田町駅・・・解散

南海　難波駅２階中央改札口前

【住吉大社界隈】　 予備日 9月8日■第33回 2022年9月1日（木）

午前　10時00分


