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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番地 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 野村 忠明  
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２５回 京都五山送り火ウオークを実施 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＷＡ恒例の真夏の大会、今年も日本各地から、延べ１０４３名（１５日：２９０名 １６日：７５３名）のウオーカ

ーが酷暑の京都に参集されました。 
   
１５日は、雨模様の予報が影響したのか当日参加者が伸びませんでした。ラクト山科公園をスタート、琵琶

湖疏水の水音や緑陰にパワーをもらい、南禅寺を経て岡崎公園で冷たいドリンクサービスを楽しみました。午

後、吉田山山頂広場で、かち割り氷のサービスを受けひと時の涼を味わいました。その後、大文字の火床が

見える展望所に至り、ＫＷＡ語り部のお話を聞きました。吉田山を下り、百万遍を経て出町柳・河川敷公園に

ゴールしました。 
     
翌１６日は嵐山中ノ島公園で出発式の後、鳥居や左大文字の火床を眺め、船岡山ドリンクサービスで嬉し

い一息をつきました。１７㌔、２５㌔それぞれの火床観望コースを巡り、ドリンクサービス、コースガイド、チェック

ポイントでスタッフの応援に励まされ、猛暑をものともせずに歩を進めました。ゴール地点では、第２５回大会

を記念して用意された豪華景品（１０足ものウオークシューズなど）が用意され、驚くことにそのシューズの殆ど

が女性に当選し、喜びの声があふれていました。 

ホームページもご利用下さい。 ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会 検  索

船岡山・ドリンクサービス（１６日） 北大路橋・ドリンクサービス（１６日）

シューズを射止めた三美女（１６日）  

田邊朔朗像前（１５日）  大文字火床を観望（１５日） 渡月橋を行く（１６日）  
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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。  
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特別基地  １０月２２日（日） １３㌔ 

第１５６回 時代祭観賞Ｗ 
秋の都大路を雅やかな行列が練り歩く時代祭

は、平安神宮の創建を祝って始められた壮大なお

祭りです。約２㌔に及ぶ行列は明治時代から、延

暦時代へとゆったりと溯っていきます。それぞれの

時代のヒーローを探して楽しみましょう。 
集  合 ： ９：４５（１０：００出発） 

     ＪＲ京都駅中央口駅前広場   

ゴール ： １４：３０頃 ＫＷＡ事務所  

ファミリーコース １０月８日（日） １４㌔ 

水の回廊 橋巡り 
大阪は長い歴史の中で、川と産業・人・暮らしが結び

ついて発展してきました。天神橋をスタートに、「ロ」の字

に連なる、土佐堀川、堂島川、木津川、道頓堀川、東横

堀川を反時計回りに巡ります。橋、遊歩道の数ヶ所に

は、歴史の見える写真も展示されており、河川面積が市

域の１割を占めほどの「水の都・大阪」を楽しみましょう。

集 合： ９：４５（１０：００出発）  

扇町公園（ＪＲ大阪環状線・天満駅） 

ゴール： １４：３０頃 八軒屋浜船着場 

コース： 扇町公園～天神橋～淀屋橋～千代崎橋

秋の基地巡りＷ タカシマヤ京都店 

ファミリーコース １０月２６日（木）  １３㌔ 

新選組ウオーク 

～道頓堀川水門～戎橋

～とんぼりリバーウオーク

～本町橋～高麗橋～八

軒屋浜船着場 

参加費： 会員無料 

  他協会 ３００円 

  一 般 ５００円 

コ ー ス ： Ｊ Ｒ京

都駅～鴨川河

川敷～京都御

苑（時代祭）～

堀川遊歩道～

ＫＷＡ事務所前
参加費 ：３００円

幕末期、京都守護職の命を受けて、都の警護、不穏

分子の取締などに命をかけた新選組の遺跡を訪ねま

す。京都駅前に残る第三屯所跡（不動堂村屯所）から、

第一屯所（旧前川・八木邸）跡を訪ねて、二条公園で昼

食休憩。午後は、西本願寺に残る第二屯所跡（太鼓楼

として有名）を訪ね、現在の下京地区に残る当時の小

競合い跡をへて京都駅にゴールします。  

集  合 ： ９：４５ （１０：００出発） 

         ＪＲ京都駅中央改札口前広場 

ゴール ： １４：３０頃 ＪＲ京都駅 

コ ー ス ：ＪＲ京都駅～不動堂～壬生寺～八木邸

～旧前川邸～東町奉行所跡～二条公園～西

健脚コース  １０月２９日（日） ２５・１２㌔   

家康公決死の伊賀越え 
 織田信長が明智光秀に討たれた「本能寺の変」の
時、徳川家康は、数十名の部下と上方遊覧の最中で

した。「伊賀越え」と呼ばれる生涯最大とも言える危機

に直面し、山城国宇治田原では土豪山口氏館に宿

泊、なんとか三河に無事帰還しました。今回は、その

苦難の道を、星田から京田辺まで歩きます。 
集  合 ： ８：４５ （９：００出発） 

         ＪＲ学研都市線・星田駅 

ゴール ： １５：００頃 ＪＲ京田辺駅 

コ ー ス ： ＪＲ星田駅～家康潜みのやぶ～私市

天田神社～京阪バス停穂谷（１２㌔ゴール）～

普賢寺～穴

山梅雪の墓

～木津川草

内の流し跡～

ＪＲ京田辺駅
参加費 ： 

会員無料 

  他協会３００円

一般 ５００円
本願寺～天満

屋事件跡～北

小路事件跡～

ＪＲ京都駅 
参 加 費 ：３００円  

難波橋 

木津川草内の流し跡

屯所跡（西本願寺） 

中世女人列 

(中止) 京都府警察本部見学Ｗ 
日  時 ： ８月８日（火）  

  早朝から京都市域の「大雨警報」が解除されず、止む

を得ず中止いたしました。ご予約いただいた皆様には、

全員電話にてその旨ご報告させていただきました。 
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例会の活動報告                      
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

 

 
          
 

 

 

 

 

 

京都パルスプラザで開催される「ＳＫＹふれあ

いフェスティバル２０１７」とタイアップ、ＪＲ京都駅

～鴨川遊歩道～パルスプラザへのウオーキン

グを実施します。  

ゴールのフェスティバル会場には、「各種お

弁当、屋台、特産品など」の食を楽しんでいた

だけるコーナー、「健康チェック、相談、講演な

ど」の健康コーナー、「京都プロスポーツ交流体

験コーナー（サッカー、バスケ、女子野球）」、

「生涯現役社会コーナー」など盛りだくさんのイ

ファミリーコース 

武田尾廃線ウオーク 
日  時 ： ７月３０日（日） 晴 
参加人数： ２０２名  距離： １２㌔ 

担  当 ： 第５ブロック（前田リーダー） 

後援例会  １０月７日（土）  １２㌔ 

第６回 ピンクリボン京都 

スタンプラリー＆ウオーク 

ファミリーコース 

京都魔界ウオーク     
日  時 ： ８月２７日（日） 晴 

参加人数： ２８３名  距離： １２㌔ 

担  当 ： 第６ブロック（中村リーダー） 
３０度を超す猛暑の中、稚松児童公園に２８３名

のウオーカーが参集しました。ストレッチの後出発。

あの世とこの世を結ぶ寺と呼ばれ、「迎え鐘」、「冥

土通いの井戸」と魔界スポットの多い六道珍皇寺

や、怨念の天皇であった崇徳天皇御廟を巡り、知

恩院で、ＫＷＡの語り部から「七不思議」を聞いた

後、円山公園で昼食休憩をとりました。妖怪「鵺」の

いた三年坂、首振り地蔵が祀られている清水寺で

列詰め休憩後、ちゃわん坂は通らず墓地内の参拝

古都の風情かおる、さわやかスタンプラリー＆ウ

オークで高台寺公園周辺を起点とした、祇園東山、

岡崎の社寺やお店を巡るウオークです。情緒たっ

ぷり、ステキな１日をお過ごし下さい。 

開催時間： ９：４５～１６：００ 雨天決行・荒天中止

参 加 費 ： 事前１５００円 当日２０００円 

（バッジチャリティ代 ５００円含む） 小学生以下無料

受付開始： ９：１５  集合場所： 霊山観音前 
   
参加申込： ■所定の振込用紙あるいはネット

利用で［実行委員会］宛に９月２２日までに 

■ＫＷＡ事務所や例会時にも受付します  

朝から風もない蒸し暑い宝塚駅前を出発し、生瀬

駅を過ぎて旧福知山線廃線跡の入り口で列詰め後、

グループに別れてスタートしました。緑に包まれた廃

線跡と武庫川の渓谷美に、心が洗われました。 

線路はすべて取り払われていましたが、ところ

どころに残された枕木やバラスト、六か所あるトン

ネルの暗闇を注意して懐中電灯を頼りに歩きまし

た。一か所だけある第２武庫川橋梁では、アメリカ

映画の一シーンを思い浮かべてトンネルの向こう

から突然蒸気機関車が猛突進してくるような錯覚

ファミリーコース 

京の六地蔵めぐり④ 鞍馬口地蔵    
日  時 ： ８月６日（日） 晴 

参加人数： １８８名  距離： １３㌔ 

担  当 ： 第６ブロック（中村リーダー） 

 リーダーの声も負けそうな程けたたましいクマゼミ

の声に送られて出発。常盤地蔵を経て、小松原公

園で休憩しました。船岡山公園での昼食後、語部

が六地蔵にまつわる逸話や史実を説いてくれまし

た。その後、本例会の主題「鞍馬口地蔵・上善寺」

に至りました。新装の六角堂がまばゆく、多くの

方々がお参りをされていました。 

に陥りました。

六か所のトン

ネルを出たこ

ろには、少し

雨が降りだしま

したが、すぐに

晴れて、最後

は暑いゴール

となりました。 

道を通って方広寺

大仏殿跡に到着。

かち割り氷を頂き、

全員生き返り、無事

京都駅にゴールし

ました。 

活動報告 

コ ー ス ： 高台寺公園～

八坂庚申堂～五条坂～

妙法院～慈芳院～建仁

寺～八坂神社～金戒光

明寺～知恩院～円山公

園～高台寺公園 

清水寺の首振り地蔵

第２武庫川橋梁 

更に東進、出雲路橋

たもとでは、かち割り

氷がサービスされ大

歓声で涼を楽しんで

いました。同志社大

学の地点で、ゴール

し、終了としました。 鞍馬口地蔵 
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お知らせ    この印は、ＪＲふれあいハイキングの対象です。           
    
7 月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数； ３１５ 名 

第１５７回 東山もみじウオーク 
 日 時： １１月２４日（金）  集合： ９：４５  集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側） 

 コース： 五条公園～岡崎公園～哲学の道～霊鑑寺～法然院～地下鉄今出川駅 

 距 離： １０㌔   参加費： ３００円 
   
第８０回ふれあいウオーキング教室 

 日 時： １１月１５日（水） 

 集 合： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

 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： NPO 法人京都府ウオーキング協会 電話：075-353-6464 ファックス：075-352-4600 

    **受講希望者は、11月 8日（１週間前）までに協会事務局にお申込みください。 
   
｛歩育｝楽しく、健やかに子供と一緒にウオーク 

朝日新聞見学ウオーク 
 日 時： １２月２日（土）    距 離： ５㌔ 

 集 合： １０：００        集合場所： ＪＲ奈良線桃山駅 

 コース： ＪＲ桃山駅～伏見港公園～朝日新聞京都工場～京阪・中書島駅 

 参加費： ３００円   事前予約  要弁当  
 
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 ５６４名 （8月 25日現在） 

あとがき  

お彼岸の頃になると、京都でもあちこちの田んぼの畔が真っ

赤に染まります。曼珠沙華とも呼ばれる有毒の花ですが、黄金

の穂に真っ赤なヒガンバナのコントラストに誘われて写真家が訪

れます。            ≪編集 阿部・中川･西田・花満≫ 

ウオーキング協会活動を応援してみませんか？  
 

 

 
 

日頃、協会活動にご参加いただき有難うございます。協会では、皆さんに楽しいウオークを体験い

ただける様に、スタッフが様々な工夫を重ねております。 
  
「新春古都の道ウオーク」、「京都五山送り火ウオーク」などのおなじみ例会、日本中から参加頂い

ている「京都ツーデーウオーク」、さらには「大政奉還１５０年シリーズウオーク」、「京の六地蔵巡りウオ

ーク」、「京の魔界シリーズ」など、特徴ある例会を実施しております。 

これらの例会では、例会当日の参加者誘導から交通整理など、スタッフの様々な活動がかかわっ

ております。 

これらの活動を自ら体験さ

れ、協会活動の応援をしてみま

せんか？ 協会事務局への連

絡をお待ちしております。協会

への連絡先は、トップページを

ご覧ください。 

京都ツーデーＷ 

お知らせ： 

２０１８年度の第９回京都ツーデーウオークは、３月３日（土）～４日（日）に開催されます。 

 行者橋を行く 


