（1）第５７号

京都ウオーキングだより

２０１１年（平成２３年）９月１日発行

京都ウオーキングだより
京都府ウオーキング協会 （Kyoto Walking Association）
〒600-8148 京都市下京区東洞院通り七条上ル飴屋町２４９ 木村ビル２階
ＫＷＡ事務所 (休日：土・日曜日、祝日と協会指定日) 開所時間：10:00-16:00
電話：075-353-6464 ファックス：075-352-4600 郵便振替口座：00950-3-78401
ホームページ http: // www.kyoto-kwa.com
発行者 森田 裕
メール連絡は、上記ホームページからアクセス下さい。

特別例会

琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク

＆

第１９回京都五山送り火ウオーク
ＫＷＡ恒例の真夏のイベントが開催されました。８月１５日実施の「琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク」
では、山科疏水から南禅寺、哲学の道へと水辺をたどりながら、最後は吉田山に登り、大文字の火床を
眺めました。陽光と通り雨が交互に訪れる気まぐれお天気でしたが、南禅寺や真如堂などでは木漏れ日
の美しい中を歩くことができました。吉田山では間近に見える「大」の字にカメラを向ける人が多く、地元
の地名「神楽岡」についての語り部説明にも耳を傾けていました。
翌１６日は、第１９回京都五山送り火ウオークが繰り広げられました。今年は東日本大震災の被災地か
らの松を大文字で燃やすかどうかで二転三転、連日のニュースでかえって全国的に注目され、近畿一円
はもとより遠く宮城県や福島県からの参加もありました。コース周辺に精通した参加者が今年も多く、ゴー
ル前に京都御苑の緑陰で仲間と休息を楽しむ人や、ゴール後に出町柳駅近くの銭湯で汗を流したり、
好みの飲食店で杯を傾けながら夜の点火に備える人がおられました。一方では「帰宅が遅くなるの
で・・・・」と言いながら、残念そうに京都を後にされる方もおられました。午後８時、夜空にくっきりと浮かび
上がった大文字に様々な願いや思いを胸に、皆で行く夏を惜しみました。
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最新情報満載のホームページもご利用下さい。
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月例会のお知らせ
この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

［国民文化祭

あすＫｙｏフェスタ］

府民元気づくりウオーク
昨年に引き続き、「明日の京都づくり府民会議」
主催のウオーキング大会が開催されます。
日 時 ： ９月２３日（祝） 雨天決行
集 合 : JR 京都駅中央改札口を出て東へ３０
㍍、京都劇場前広場 １０：００
ゴ ー ル : みやこめっせ （イベント会場）
距 離 ： １０㌔ IVV 認定 参加費：無料
コ ー ス ： 往路：ＪＲ京都駅〜三十三間堂〜清
水寺〜高台寺〜知恩院〜み
やこめ っせ（イベント参加）
復路：みやこめっせ〜二条鴨川河川
敷〜五条大橋〜ＪＲ京都駅
※イベント会場（みやこめっせ）には、マンガ体験ワーク
ショップなどのいろいろな体験コーナーが設置されま
す。是非ご参加ください。

ファミリーコース １０月１０日（祝） １０㌔
1800W 大山崎町大会

秋の天王山山麓を訪ねて
１０月の１８００Ｗは、山崎の戦いでお馴染みの大
山崎町を訪ねます。桂川、宇治川と木津川の合流
点に位置し、京都府下で最も面積の小さい町です。
山崎合戦の地・天王山の山麓には、製油発祥の
地「離宮八幡宮」、乙訓では最も古い「小倉神社」、
土御門天皇金原(かねがはら)陵など史跡が点在し
ます。大山崎町役場での歓迎式を経て、さわやかな
秋空の下、歴史ウオークを楽しみましょう。

お断り
このコースは、当初サントリー山崎蒸溜所の見学を
予定しておりましたが、サントリー（株）の都合によ
り見学が中止となり、
「秋の天王山山麓を訪ねて」と
コースを一部変更いたします。ご了承願います。

交通安全けいはんなウオーク
ＫＢＳ京都協力、ＪＡ共済主催のイベントが開催
されます。会場では交通安全の啓発、展示などを
行い、広く府民の方々に交通安全の大切さを訴え
ます。この会場を訪ねる連動ウオークが、以下のよ
うに実施されます。
日 時： １０月２日（日） 雨天決行
集 合： ８：４５ ＪＲ学研都市線祝園駅
（近鉄・新祝園駅）
距 離： １２㌔ (ＩＶＶ認定)
１８００Ｗ認定： 精華町（23）
参加費： ３００円
コ ース： ＪＲ祝園駅〜ＪＡ京都やましろ〜けいは
んな記念公園〜けいはんなプラザ（開
会式参加）〜鳥谷公園〜けいはんな
プラザ（イベント参加）〜精華大通〜ＪＲ
祝園駅・近鉄新祝園駅

健脚・ファミリーコース 京都-02
１０月３０日(日) ２６㌔、１３㌔

山紫水明 鴨川思案橋ウオーク
さわやかな秋の一日を、鴨川と高野川の水辺で
楽しんでみませんか。河川敷から見た町並みはま
た違った味わいが感じられます。途中で平安神宮
と上賀茂神社も立ち寄ります。京都を代表する神
域の厳かな雰囲気も体験できます。後半の鴨川沿
いコースは自由歩行になります。
集 合 ： ８：45（9：00 出発） ＪＲ京都駅
ゴール： 15：00 頃 ＪＲ京都駅
コ ー ス ： ＪＲ京都駅〜七条大橋〜平安神宮〜高野
川河川敷〜宝ヶ池公園ｽﾎﾟｰﾂ広場(１３㌔ゴ
ール)〜御園橋(以降は自由歩行）〜鴨川
河川敷〜五条大橋〜ＪＲ京都駅
参加費：会員無料 他協会 300 円 一般 500 円
頼山陽は︑この屋敷から鴨
川 を眺 め﹁山紫 水 明 の処 ﹂
と名付けた

集 合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ京都線山崎駅
ゴ ー ル： １４：３０頃 ＪＲ長岡京駅
コ ー ス： ＪＲ山崎駅〜桜の広場〜大山崎町役
場〜円明教寺〜小倉神社〜土御門
天皇陵〜柳谷道〜長岡天満宮〜ア
ゼリア通り〜西国街道〜ＪＲ長岡京駅
参 加 費：会員無料 他協会３００円 一般５００円
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ファミリーコース

例会の活動報告

伏見稲荷大社１３００年祭Ｗ

ファミリーコース

日
時： ８月２１日（日） 曇一時雨
参加人数： １９９名
距 離： １０㌔
担
当： 第６ブロック （福島リーダー）

京の魔界ウオーク
日
時 ： ８月７日（日） 晴れ
参加人数： ２６７名
距 離： １２㌔
担
当 ： 第６ブロック （中村リーダー）
３５度を超える暑い日にもかかわらず多くの参加
を頂き二条駅を出発しました。北野天満宮では梅
の土用干しを見ながら参拝し、平安時代に供養の
為に千本の卒塔婆が立てられたと言われる千本釈
迦堂を巡りました。種々の苦しみを抜き取ってくれ
る釘抜き地蔵から、冥界に通じると言われる井戸が
ある千本えんま堂を通り、景色の良い船岡山でゆ
っくり昼食休憩をしました。
午後からは涼しい西陣織会館で休憩し、七夕の飾
りが揺れるステージで優美な着物ショーを見る事が出
来、魔界ウオークに一息入れました。

千本釈迦堂

平安時代の陰陽師として有名な安倍晴明を祀る晴
明神社を訪ね、
堀川に架かる一
条戻り橋を渡りま
した。この橋は、
あの世とこの世を
つなぐ橋と言わ
れています。

晴明の井戸

暑い街中のウ
オークでした
が、体調を崩し
た人も無く、無
事地下鉄・今出
川駅にゴールし
ました。

釘抜き地蔵

白峰神宮で
は、蹴鞠と和歌
の宗家・飛鳥井
家の邸宅内に
「精大明神」が
祀られて、現代
ではスポーツ関
係者の参拝も多
く、サッカーボ
ールが奉納され
ていました。

朝から雨が降ったりやんだりの天気でしたが、六
地蔵駅を元気にスタートし、京都六地蔵の一つの
大善寺を巡り、町角では地蔵盆のテントが張られ提
灯のお飾りが賑やかな路地がありました。伏見桃山
御陵から桃山城に向かう頃には小雨が降り出し、傘
をさしてのウオークになりました。
藤森神社で昼食休憩をする頃には雨もやみ、境
内には野菜や小物等を売る手作り市の店が出さ
れ、見て回る楽しみもありました。
昼食後は、歩きやすく整備された竹の下みちか
ら朱色の千本
鳥居をくぐり、１
３００年祭に向
けての工事が
急ピ ッ チ で 進
められている
伏見稲荷大社
にゴールしま
した。

竹の下みちを行く

事務所移転のお知らせ
（社）日本ウオーキング協会大阪事務所
新住所： 〒５４０−００３１
大阪市中央区北浜東１番２号
「川の駅」はちけんや 内
電 話： ０６−６９４０−０７８０
Ｆ Ａ Ｘ： ０６−６９４０−０７８９
開 所：月曜日〜金曜日 １０：００〜１7：００
（祝祭日はお休み）
--------------------------------------------------------滋賀県ウオーキング協会
新住所： 〒５２０−２３６１
野洲市北野１丁目１３−１０
鈴木マンション １０２号
（ＪＲ琵琶湖線野洲駅下車
北口より徒歩２分）
電話・FAX： ０７７−５８７−６１５９
開 所：月曜日〜金曜日 １１：００〜１５：００
（祝祭日はお休み）
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歩いて半世紀、創設時から会員

75

歳・城陽市︶

ウオーキングを始めて、もう半
世紀になるでしょうか。会社勤め
と登山 のかたわら当時の大阪の
団体のイベントに参加していまし
た。そのうち２５年前に京都府歩
け歩 け協 会 （当 時）ができると聞
き、近くて便利なことからすぐ入会
しました。そういうわけで創設以来
の会員です。

岩田良雄さん ︵

みんなの広場
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今ではＫＷＡの例会を中心に
近畿一円の行事の中から、距離
や交通の便などを基準に選んで
参加しています。手ごろな距離は
１日２０〜２５キロ。短い例会では
ゴールから別の駅まで個人的に
歩きます。歩く楽しみは人と話を
すること。多くの友人が財産にな
っています。

1800Ｗ和束町大会(９月２５日)、貸切りバス予約締切日を９月１９日まで延長します!

ＪＲ加茂駅からの貸切りバス事前申し込みを、９月１９日まで延長受付け致します。

お知らせ

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

ウオーキングステーション（WST）を歩こう！
ウオーキングステーション（WST）とは、いつでもだれでも自主的にウオーキングを楽しめるように、日本ウ
オーキング協会が認定しているもので、１回の利用料は２００円です。 京都府ウオーキング協会事務所に設
置する WST が、“ウオーキングスタッフと歩こう！”という企画で実施している行事を、ご案内します。
７月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ３４０名
第９６回 ９月１９日（祝） 「平安神宮庭園無料拝観ウオーク」 約１０㌔
集合： ９：４５ 集合場所： JR 京都駅中央改札口を出て東へ３０㍍、京都劇場前広場
参加費： ３００円(ＩＶＶ認定)
１０月の予定 １０月２２日（土）時代祭観賞ウオーク
約１０㌔
第４３回 ふれあいウオーキング教室
講 義： ９月１４日（水） 集合： ９：３０ 実 技： ９月１５日（木） 集合： １０：００
両日とも集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口を出て東へ３０㍍、京都劇場前広場
教 室： ひと・まち交流館 京都（京都市下京区河原町通正面上る）
申込先： 京都府ウオーキング協会 電話：075-353-6464 ファックス：075-352-4600
第４４回予定

講義： １１月９日（水）

実技： １１月１０日（木）

［歩育]楽しく、健やかに子供と一緒にウオーク
９月２４日（土） 嵯峨野散策とトロッコウオーク 集合９：４５ ＪＲ嵯峨嵐山駅
１２月１０日（土） 京のへそ（六角堂）と万華鏡Ｗ 集合９：４５ ＪＲ京都駅
ウオークの森活動

距離 ４．０㌔
距離 ６．１㌔

毎月第３火曜日 ＪＲ琵琶湖線山科駅前 ９時集合 ９月２０日（火）予定
ウオークの森の小径整備、特に大文字山への登山道（階段）の整備を行います。
会員皆様の参加をお待ちしております。

会員を増やそう！
一緒に歩く仲間を一人でも増やすことが
ＫＷＡの健全な運営に必要です。お友達や
ご近所の方に声を掛けましょう。
会員数 ５９０名（８月２５日現在）

あとがき
朝咲き始める頃は白く、昼間はお酒に酔ったみたいに、ほ
んのりピンクに染まり、夕方紅色に変わる酔芙蓉（スイフヨウ）
は夏の終わり頃から見られます。暑さも和らいで歩くには良
い季節です。
≪編集 阿部・秦・花満・半田≫

