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京都ウオーキングだより 
            

ＮＰＯ法人 京都府ウオーキング協会 （NPO 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    
 

 京都府ウオーキング協会 第 25期定時総会報告 
日時： ３月３１日（日） １４：３０～１６：００      

会場： ひと・まち交流館 京都    出席者数： １２８名   
       

第２５期総会は、ひと・まち交流館京都に於いて岡部副会長の司会で開会しました。 

森田会長から、「第４回京都ツーデーウオーク２０１３の成功御礼、２５周年記念行事の推進報告、ＮＰＯ

法人の取得報告」などが話されました。 
   
引き続き、野村事務局長から昨年度の活動成果の紹介、並びに今年度の事業展開計画の説明があり

ました。「八重の桜シリーズウオーク」を目玉として、ウオーク日本１８００、定期活動、基地ウオーク活動、歩

育の展開などの詳細説明が行われ承認を得ました。高瀬副会長から報告された年次決算と予算も承認を

得ました。引き続き乾副会長から新任幹事が紹介され、それぞれが就任挨拶をされました。    
   
 １５年永年功労者表彰では、木村良子様はじめ１０名の会員の方々（下欄に記載）に森田会長から感謝

状と記念品が贈られました。「関東地区におけるＫＷＡ活動の訴求と推進」に貢献された餘多分正敏様に

奨励賞と記念品が贈られました。 
   
 ＮＰＯ法人設立に関して、「設立承認」並びに「財産委譲」議題が、岡部副会長から提案され、熱心な討

議の後、承認されました。  
    
 最後に、乾副会長の閉会の辞で定時総会は無事終了しました。   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
新 任 役 員 の 紹 介 
幹事 大中 弘文 中谷 哲也 辻 多恵     
   
１５年 永 年 功 労 者 の 紹 介 
       

木村 良子 谷口 隆 櫻井 昭平 花満由貴子 野村 博子 小谷 昇 木下 靖子 宮山 順子 
奥田 智子 下村 和弘       

情報満載のホームページもご利用下さい。 

栄えある受賞者  総会の審議中森田会長の挨拶  
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ファミリーコース ６月９日（日） １２㌔ 
発足２５周年記念ウオーク  

会員限定 湯けむり５００選パート７ 
６月１４日（金）～１５日（土）  
白山スーパー林道･白峰温泉 
バスウオーク…お蔭様で満席！ 

   
好評の湯けむり５００選シリーズ、今回も多数の

お申し込みを頂き満席となりました。ありがとうござ

います。 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健脚コース ６月３０日（日） ２２・１５㌔ 

京の四閣めぐりウオーク 

ファミリーコース ６月２３日（日） １４㌔ 
深緑の宇治里山を訪ねるＷ 

６月の宇治は、里山の深緑が美しく、宇治川に山

の緑が映えて爽やかさが増します。 
ＪＲ宇治駅を出発し、大吉山展望台からは宇治の

町並みが一望できます。もみじ谷はゆるやかな山道

で谷川のせせらぎが暑さを和らげてくれます。太陽

が丘運動公園や景色の良い鴻巣山運動公園から

城陽駅に続く道も歩きやすいコースです。 
深緑の里山を楽しんで歩いてください。 

     
集 合： ９：４５（１０：００出発）  ＪＲ奈良線宇治駅 
ゴール： １４：３０頃  ＪＲ奈良線城陽駅 
コース： ＪＲ宇治駅～大吉山展望台～志津川～も

みじ谷～白山神社～太陽が丘運動公園～鴻

巣山運動公園～

水度神社～ＪＲ城

陽駅  
参加費：会員無料   

他協会３００円 

一般５００円 

閣とは、「高く構えた建物」という意味があります。

古来各地にさまざまな閣が立てられましたが、今回

は１３９７年足利義満創建の金閣寺（鹿苑寺）、１４９

０年足利義政創建の銀閣寺（慈照寺）に加えて、東

山祇園に有る１９２８年大倉喜八郎によって建立さ

れた祇園祭の鉾を模した銅閣（大雲院）、１５８７年

秀吉が建てた聚楽第の一部とされる飛雲閣（西本

願寺）の京の四閣を２２・１５㌔の２コースで巡りま

す。京都にはこのほかに、呑湖閣（大徳寺）、伝衣

閣（東福寺）などがあります。 
   

 集  合： ８：４５ (９：００出発) ＪＲ嵯峨野線円町駅

ゴール： １５：３０頃  

ＪＲ京都駅 

コース： ＪＲ円町駅～平

野神社～金閣寺～白

川疏水道～銀閣寺～

平安神宮～銅閣～飛

雲閣～ＪＲ京都駅 

参加費： 会員無料 

他協会３００円  

一般５００円 

お陰さまで当協会は、発足以来四半世紀を迎え

ることが出来ました。これもひとえに会員の皆様と全

国の京都ファンのウオーカー様のご協力の賜物と

厚く御礼申し上げます。 

発足２５周年記念ウオークを開催いたします。２５

年前の発足式でのウオークコースを再現いたしま

すので、四半世紀の時の流れもお楽しみください。
   
集合場所： 宝が池公園北園 

（京都地下鉄国際会館駅下車 

５番出口から徒歩２分） 

集合時間： ９：４５（１０：００出発）  

コ ー ス ： 宝が池公園北園～赤山禅院～八瀬

～蓮華寺～宝が池～三宅八幡宮～国立京都

国際会館～宝が池公園北園（ゴール) 

事前予約： 例会あるいはＨＰから申込書を入

■発足２５周年記念品の贈呈 

ゴール後に、以下の要領で記念品を贈呈いたし

ますので、ご期待ください。 

(1)平成２４年９月末日まで

に、ご入会の会員様 

特別記念品 

（特別仕立てリュック） 

(2)今年の３月末日までに、

ご入会の会員様 
副記念品 

(3)上記以外の当日ご参加

の皆様 
記念品 

手、協会宛ＦＡＸ

ください。 

参 加 費 ： 

会員無料 

他協会 ３００円 

一般 ５００円 

２０周年時の記念ウオーク

銅閣（大雲院）

天ケ瀬つり橋
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例会の活動報告                                                         
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 

 
                                                   

 

 

 

 

ファミリーコース  
八重の桜 その３ 鳥羽・伏見の戦い 
 日   時： ４月１４日（日）  晴れ 

 参加人数： ６３５名     距離： １３㌔ 

 担   当： 第４ブロック （阿部リーダー） 

ゴール西京

極総合運動公

園内には、昨年

倍増の屋台テン

トが開店され、

大勢で賑わって

いました。 

スタンドには

協会スタッフが

ファミリーコース          総会ウオーク 

八重の桜 その２ 凛凛しい桜かな 
日 時： ３月３１日（日）  雨のち晴れ 

参加人数： ８９８名    距離： １２㌔ 

担 当： 第３ブロック （野村リーダー）  

 桜満開を知り、雨の中大勢の参加者がＪＲ二条駅に

集合されました。公園や民家の庭には、枝垂れ桜、山

桜、ソメイ吉野の花が咲き乱れ感動しました。京都府

庁に到着の頃は雨もやみ、観桜会開催の府庁中庭は

とても賑わっていました。容保桜を観賞後は、京都御

苑、琵琶湖疏水、岡崎公園、人でいっぱいの円山公

園と桜満開の中に観光客、花見客、ウオーカーと入り

乱れ、それぞれに心ゆ

くまで桜を堪能されて

いました。最後に高瀬

川沿いの桜を観賞しゴ

ールしました。 

京の凛凛しい桜を満

喫でき、楽しいウオーク

となりました。 

特別基地ウオーク 

第１１３回 京都御所無料拝観Ｗ   

日    時： ４月７日（日） 雨のち曇り 

参加人数： １１７名  距離： １３㌔ 

担    当： 特別基地 （清リーダー）  

京都駅から鴨川沿いを北上し、ユキヤナギの白

や黄色のレンギョウが鴨川に映え、比叡山も春色で

した。御所では思い思いに拝観し、紫震殿前では

写真を撮る人達がたくさん居られました。遅咲きの

桜も見ごろで京都の特産品を売るテントではお土

 天気予報通り、気温は上がり暖かな日差しと共にス

タート。まずは安楽寿院から、戌申戦争発端の小枝

橋で鳥羽の戦いの碑を確認、鳥羽離宮跡公園では

語り部の歴史ガイドを聞きました。その後、戊申戦争

東軍戦死者の碑に手を合わせ伏見へ向かい、酒蔵と

疏水の風情を楽しみました。伏見奉行所跡碑前での

語り部は、疲れを忘れさせる愉快な話しぶりでした。 

 最後は官軍の本陣御香宮に建つ伏見の戦いの碑

をみてゴール、初夏の様な暑さに御香宮のお水はと

ても美味しく疲れを癒してくれました。 

健脚コース  
京の三弘法とお土居ウオーク 
日  時 ： ４月２１日（日） 曇りのち晴れ 
参加人数： １９３名   距離： ２６㌔ 
担   当 ： 第４ブロック （阿部リーダー） 

  
前夜の雨も上がりましたが、４月というのに冷たい

風に震えながら出発を待ちました。今日は、２１日の

弘法さんです。四国遍路の前に無事を祈願して廻

ったという「京の三弘法」を巡りました。東寺では、恒

例の弘法市の賑わいを遠く眺めながら通り過ぎ、天

神川沿いの葉桜並木道を北上、太秦安井公園で

昼食休憩としました。   

午後は、御室桜がいつもより１週間も早く散ってし

まい残念な仁和寺、洛北の静かな佇まいの神光院

の２つの弘法や、点在するお土居を巡りました。 

弘法隊という御朱印を求める別動隊の方たちと

船岡山公園で合流してＪＲ円町駅にゴール、全行程

２６㌔の長丁場お疲れ様でした。 

一重枝垂れ桜（ＪＲ二条駅）

鳥羽離宮跡の碑 

産を買う列で賑わって

いました。 

堀川遊歩道ではイ

ベントが催され、手作

り市や、ミニ市電も走

りにぎやかでした。 

神光院東寺御香宮の碑

御所にて
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みんなの広場   歩き大好き   

 

 
   

   
お知らせ    この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。 
    
３月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ２９６名  
    
 ウオーキングステーション（WST）を歩こう！  

 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。 

第１１５回 ７月１７日（水） 「祇園祭観賞ウオーク」  約１０㌔ 

集 合： ８：４５   集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口  （京都劇場前広場） 

参加費： ３００円 
 

第５４回 ふれあいウオーキング教室  
 
日 時： ７月１０日(水) 

集 合： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口 （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） 

受講費： １０００円    

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 
 

［歩育]楽しく、健やかに子供と一緒にウオーク  
   
６月２２日（土） コカコーラ京都工場見学ウオーク  約５㌔  

集 合： １３：００   集合場所： JR 奈良線新田駅   参加費： ２００円 

 事前予約制で、先着１００名様です。希望者は協会宛ての電話・FAX で予約ねがいます。    

 

 
あとがき       
紫色の気品漂うカキツバタの花は水辺に群生し、古くから

日本人に愛されてきた花で万葉集や伊勢物語にも載ってい

ます。大田神社にはカキツバタが群生し国の天然記念物に

指定されています。   ≪編集 阿部・西田・秦・花満≫ 

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 Ｋ

ＷＡ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 ６２４名 （４月２５日現在） 

箕面の生まれの千葉さんは、子供

の頃はよく能勢や千里の丘陵を歩

き、金剛山などの山登りもしました。

その後、勤務先で「大阪城公園から

歩く会」のお世話をしているうちに、

歩きが好きになり、１９９４年に京都歩

け歩け協会の例会に参加し京都の

桃山コースを歩きました。その後日

本ユースホステル協会、日本歩け歩

け協会に入会し、大阪や京都のいろ

いろなコースを歩き、２００７年に再び

桃山コースを歩き、主催の京都府ウ

オーキング協会に入会しました。森

田会長が手配した天橋立ツーデー

に参加した思い出があり、会長には

その後も、いろいろとお世話になり

感謝しておられます。 

５００選のバスツアーにも参加、

歩くばかりでなく会員さんとの親睦

を深めています。現在ＩＶＶ登録距

離は、７０００㌔余となりました。これ

からも好きなウオーキングを健康

維持のために続けたいと思ってお

られます。 

千
葉 

健
吉
さ
ん
（枚
方
市
） 

南郷公園にて


