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枚方市(市長：伏見隆)と京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：加藤好

文)は、同市が実施するひらかたカラダづくりトライアル事業のひとつとして、「～エンジョイト

ライ～京阪電車沿線コース・ひらかた八景コースを歩こう」を 5 月 1 日(水・祝)から実施します。 

枚方市では、2013 年度に策定した「第 2 次枚方市健康増進計画」に基づき、市民一人ひとりが

自身の健康に関心を持ち、行動することを支援する取り組み「ひらかたカラダづくりトライア

ル」を進めています。2015 年度からは、包括連携協定を締結している京阪ホールディングス株式

会社と共同で「健康ウォーキングマップ」を作成。「健康ウォーキングマップ」は、ウォーキン

グのモデルコースのほか健康コラムや消費カロリーの記載があり、2017 年度からは、枚方の「ま

ち」の魅力を再認識・再発見できるよう枚方八景を中心に歩くコースを毎年１コースずつ増設し

ています。 

今年度は、「ひらかた八景コース」に山田池公園から、樟葉駅を歩くコースを増設。「健康

ウォーキングマップ」をもとに各コースに設けたスタンプやクイズポイントを巡って、ウォーク

ラリーを達成した方には、達成したコースに応じて、賞状を贈呈するほか「ひらかたポイント」

等を進呈します。 

また、コース増設記念として、「ひらかた八景コース」を

歩く健康ウォーキングイベント「山田池再発見ウォーク」を

6 月 1 日(土)に開催。当日は、パナソニック株式会社のバ

レーボールチーム、「パナソニックパンサーズ」も参加しま

す。 

なお、枚方市は、健康医療都市ひらかたコンソーシアム連

携事業として、関西医科大学、関西医科大学附属病院、およ

び枚方体育協会等の協力で、ウォーキングイベントや健康

チェックを実施し、市民の健康づくりをサポートしています。 

詳細は別紙のとおりです。 

令和元年度（2019年度）ひらかたカラダづくりトライアル 

「～エンジョイトライ～京阪電車沿線コース・ひらかた八景コースを歩こう」を 

5月 1日(水・祝)から実施します 

○京阪電車沿線コースとひらかた八景コースを掲載した健康ウォーキングマップを作成 

○６月１日（土）のウォーキングイベントには、「パナソニックパンサーズ」も参加 

健康ウォーキングマップ(表紙) 



(別紙) 

１．名 称 

2019年度ひらかたカラダづくりトライアル 

～エンジョイトライ～京阪電車沿線コース・ひらかた八景コースを歩こう 

 

２．期 間 

  2019年 5月 1日(水・祝)～2020年 3月 31日(火) 

※達成賞の応募期間は、2020年 2月 13日(木)まで。 

 

３．参加対象 

  枚方市民および枚方市内に在学、在勤されている方 

 

４．健康ウォーキングマップの配布場所 

枚方市役所本館・別館受付  

枚方市保健センター 

枚方市保健所 

各生涯学習市民センター 

  ※配布は 5月 1日(水・祝)より開始します。 

 

５．モデルコース 

  京阪電車沿線コース             ひらかた八景コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 間 歩行距離 

① 枚方市駅～香里園駅 7.2km 

② 香里園駅～萱 島 駅 5.4km 

③ 萱 島 駅～守口市駅 5.4km 

④ 守口市駅～京 橋 駅 6.3km 

⑤ 京 橋 駅～中之島駅 5.5km 

⑥ 枚方市駅～樟 葉 駅 6.9km 

⑦ 樟 葉 駅～八幡市駅 5.2km 

⑧ 八幡市駅～淀  駅 4.0km 

⑨ 淀  駅～中書島駅 5.9km 

⑩ 中書島駅～丹波橋駅 1.8km 

⑪ 丹波橋駅～東福寺駅 5.4km 

⑫ 東福寺駅～出町柳駅 6.2km 

⑬ 枚方市駅～郡 津 駅 4.1km 

⑭ 郡 津 駅～私 市 駅 4.7km 

計 74.0km 

 

区 間 歩行距離 

＜樟葉宮跡の杜ウォーク＞ 

市民の森、樟葉宮跡の杜、 

楠葉台場跡など 

6.3km 

＜香里団地の並木ウォーク＞ 

香里団地の並木、以楽公園な

ど 

7.1km 

New 

＜山田池の月ウォーク＞ 

山田池公園、二ノ宮神社など 

8.8km 

計 22.2km 

 



６．ウォークラリー 

（１）コース紹介 

  ①京阪電車沿線コース 

 歴史的建造物のある「京街道」を中心に京阪電車沿線を歩くコースです。達成された方に

は以下の賞を贈呈します。 

【74km踏破賞(スタンプ押印とクイズの解答欄を 15カ所全て巡ると達成)】 

・ひらかたポイント 500ポイント進呈（同一年度内で 2回目以降の達成は 100ポイント） 

・2020 年 3 月に枚方市が開催する「ひらかた健康のつどい」にて、「74km 踏破賞」達成

者には賞状を授与します。 

【エンジョイトライ賞(スタンプ押印とクイズの解答欄を合わせて 7～14カ所巡ると達成)】 

・ひらかたポイント 100ポイント進呈（同一年度内で 2回目以降の達成は 50ポイント） 

 

  ②ひらかた八景コース 

 クイズの答えを探しながら歩く、お手軽なコースです。達成された方には以下の賞を贈呈

します。 

   【ここからチャレンジ賞(ひらかた八景コースのいずれかを歩き、スタンプ押印とクイズに

解答すると達成)】 

    ・ひらかたカラダづくりトライアルオリジナル缶バッチをプレゼント。 

＜応募方法＞ 

健康ウォーキングマップ内の応募用紙に、スタンプポイントでのスタンプの押印と、クイズ

を解答のうえ、枚方市保健センター、枚方市保健所、各生涯学習市民センターのいずれかへ

提出。 

＜スタンプポイント＞ 

 中之島駅：アンスリーＳΛＭ中之島店、京橋駅：アンスリー京橋片町口店 

 守口市駅：プラグ・イン守口店、萱 島 駅：アンスリー萱島店 

 香里園駅：アンスリー香里園店、枚方市駅：アンスリー枚方店 

 樟 葉 駅：アンスリーくずは店、八幡市駅：アンスリー八幡店 

 丹波橋駅：アンスリー丹波橋店、出町柳駅：アンスリー出町柳店 

※スタンプ押印当日に押印した店舗でお弁当・お茶などを購入すると、10％の割引が受けられ

ます。割引は押印当日 1 回限りで、割引除外品もあります(期間は 2020 年 3 月 31 日(火)まで)。 

（２）健康チェッククーポンのプレゼント 

74kmコースを踏破し、2020年 2月 13日(木)までに健診(検診)を受けた方の中から抽選で、

関西医科大学附属病院健康科学センターで健康チェックが受けられる無料クーポン券をプレ

ゼント。 

 

７．健康ウォーキングイベント「山田池再発見ウォーク」 

ひらかた八景のひとつである山田池公園をスタートとしたショートコースとロングコース

の２つのコースから、自分にあったコースを選びゴールをめざします。大阪歯科大学と摂南

大学の協力による健康に関するブースを回りスタンプを集める「スタンプ＆クイズラリー」

やコース内で撮った写真を SNS で発信するとプレゼントがもらえる企画もあり、楽しみなが



ら歩くことができます。 

その他、２本のポールを使ってショートコースを歩く「ノルディックウォーク体験」や

枚方の PR 大使でもあるパナソニックパンサーズの選手と一緒にレシーブやトスを楽しむ

「バレーボール体験」のイベントも開催します。 

 

（１）開催日時 

2019年 6月 1日(土) 午前 9時 30分～ 

 

（２）コース 

   ショートコース(約 3.2km)： 

山田池公園川原広場→芝生広場→山田池大橋→川原広場 

ロングコース  (約 7.8km)： 

山田池公園川原広場→芝生広場→山田池大橋→北出入口→穂谷川清掃工場横 

→招提中学校横→敬応寺→二ノ宮神社→楠葉中央公園 

※達成者には、「ひらかたポイント」100ポイントを進呈 

 

（３）参加費 

   無料 

 

（４）申し込み方法 

電話、またはＦＡＸ、E-mail、郵送にて、参加するコース名、住所、氏名、年齢、電話番号

をご記入のうえお申し込みください。 

※ノルディックウォーク体験は、中学生以上、先着 40名、電話予約のみです。 

○申込先：枚方市保健センター 

住 所：〒573-1197 枚方市禁野本町 2丁目 13番 13号 

電  話：072-840-7221(平日 9時～17時 30分) 

ＦＡＸ：072-840-4496 

E-mail：hokenc@city.hirakata.osaka.jp 

○締 切：2019年 5月 17日(金)必着 

     事前申し込みされ参加された方に抽選で景品が当たります。 

 

※詳細はホームページ(http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/2-1-0-0-0_15.html)、

または健康ウォーキングマップをご覧ください。 

以 上 

 ＜資料配信先＞ 

  ○青灯クラブ ○近畿電鉄記者クラブ ○枚方記者クラブ 

 

 

 

 

 本件に関するお問い合わせ 

枚方市 健康部 保健所 保健センター 

☎０７２（８４０）７２２１ 

京阪ホールディングス株式会社 経営統括室 経営戦略担当（広報・ＣＳＲ） 

☎０６（６９４５）４５８５ 

mailto:hokenc@city.hirakata.osaka.jp
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/2-1-0-0-0_15.html)、
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/2-1-0-0-0_15.html)、


9時受付開始
雨天決行・荒天中止

事前予約し、当日参加されると抽選で景品が当たります︕
①ショートコース（約3.2km）
②ショートコース〜ノルディックウォーク体験〜(中学生以上・先着40名・電話予約のみ)
③ロングコース（約7.8km）
枚方市保健センター
【電話での予約】 ☎072-840-7221 へお電話ください
【はがき、FAX、メールでの予約】

住所、⽒名（フリガナ）、年齢、電話番号、参加コースを記⼊し下記へ
〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13番13号
FAX︓072-840-4496 Mail︓hokenc@city.hirakata.osaka.jp

楽しく歩いて健康づくり
健康ウォーキングイベント

～山田池再発見ウォーク～

パナソニック パンサーズ
参加決定！

ウォーキングイベントに参加して、
パンサーズの選手と握手やバレー
ボール体験(ショートコースのみ)を
してみよう︕

※どの選手が来るかは当日発表
枚方市PR大使の

男子バレーボールチーム

イベントの
詳細は裏⾯︕

事前予約された方には
5月末に受付票を

送付します

ウォーキングイベント参加者には
パンサーズグッズ

プレゼント︕

特別協⼒︓京阪電気鉄道株式会社 協⼒︓パナソニックパンサーズ ⼭⽥池公園管理事務所 摂南大学 ひらかたウォーキング協会

事前予約〆切

5月17日(金)
コ
ー
ス

予
約
先

参加費無料
※交通費・駐⾞場代は

各自負担になります

健康医療都市ひらかたコンソーシアム連携事業 ひらかたカラダづくりトライアル



トライアル君

2020年度の健康ウォーキングマップに載る！？

#ひらかたカラダづくりトライアル
ＳＮＳで発信 または メールで応募！
※投稿頂いた写真等は保健センターのホームページや2020年度の健康ウォーキング
マップに使⽤する場合があります。ご了承ください。

SNSで発信し、ゴールでスタッフにみせると
「オリジナルクリアファイル」プレゼント★

問い合わせ︓枚⽅市保健センター ひらかたカラダづくりトライアル ウォーキングイベント担当 ☎ 072-840-7221 FAX 072-840-4496

ショートコース
※ノルディックウォーク体験
もショートコースになります

山田池公園川原広場
↓ 

芝生広場
↓

山田池大橋
↓

北出⼊⼝
↓

川原広場

ロングコース
山田池公園川原広場

↓
芝生広場

↓
山田池大橋

↓
北出⼊⼝

↓
穂谷川清掃工場横

↓
招提中学校横

↓
敬応寺

↓
二ノ宮神社

↓
楠葉中央公園

健康や枚方について再発見しよう！

スタンプ＆クイズラリー
★コース内にある健康に関するブースを

まわりスタンプを集めよう︕
★マップ内のクイズに答えながら歩こう︕

ゴールで「缶バッチ」を
プレゼント︕

2019年6月1日(土)  @⼭⽥池公園
9時〜受付 9時半〜開会式 10時〜ウォーキング開始(当日受付順)

【持ち物】 飲み物、タオル、参加受付票(事前予約された方に郵送します)、筆記⽤具、ひらポカード(お持ちの方)、
カメラ、お弁当(必要な人)など

ノルディックウォーク体験してみませんか (中学生以上・先着40名・電話予約のみ）

2本のポールを使ったウォーキング。脂肪燃焼や全身運動効果が高い運動で、ひざや腰への負担が
少ないという優れもの。体験してみたかった方、ひざが痛くてウォーキングイベントの参加を諦め
ていた方、運動不⾜の方にオススメ︕

予約は☎072-840-7221(保健センター)へ。この機会をお⾒逃し無く︕︕

山田池公園
川原広場9時集合

公園の詳細は、
山田池公園ホームページへ︕

事前予約して
当日参加すると
抽選で景品が
当たります︕

JR藤阪駅
第二京阪道路

第２(南)
駐⾞場

第１(北)
駐⾞場

出屋敷バス停
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