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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
メールアドレス info_kwa@yahoo.co.jp

京都府ウオーキング協会

第 22 期定時総会報告

日時：平成２２年２月２１日（日） １５：００～１６：１５
会場：キャンパスプラザ京都 第１講義室
出席者数： 123 名
キャンパスプラザ京都で第２２期総会は、岡部副会長の司会で開会しました。森田会長から、
「（１）会員数も６００名を常に超すようになりました。（２）いよいよ設立２５周年記念事業を始動しま
す。（３）京都ツーデーウオークへのご参加をお待ちします。」との挨拶がありました。
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。「龍馬シリーズウオーク」を目玉として、定期活動、基地ウオーク活動、歩育の積
極展開の詳細説明が行われ、全員の承認を得ました。高瀬会計から報告された年次決算と予算
も、全員承認を得ました。
１５年永年功労者表彰では、「大塚忠克、北川義幸、西村肇」様に森田会長から感謝状と記念品が贈
られました。その後新役員の紹介、乾副会長の閉会の辞で第２２期定時総会は無事終了いたしました。
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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。

京都―０２
ファミリーコース
４月１１日（日） １２㌔
坂本龍馬シリーズウオーク③

龍馬暗殺事件

自由歩行

黒船来航により、倒幕へ大きく動き出した時期、
坂本龍馬は戦わずして王政復古を成し遂げようと奔
走しました。将軍徳川慶喜から大政の奉還がなさ
れ、龍馬の望みはかないましが、それからわずか
１ヶ月後に暗殺されました。土佐藩を脱藩、「今一度
日本を洗濯いたしたく候」と決意し、世界を見つめ
日本の未来に向けて活躍した３３年の生涯でした。
シリーズ最後の今回は、お龍と出会った隠れ家
の地、京での常宿、墓所など龍馬ゆかりの地を巡り
ます。土佐藩邸、常宿「酢屋」、暗殺されたときの宿
「近江屋」は、今では石碑があるのみです。人波に
隠れた石碑に龍馬の功績を偲びましょう。

健脚コース
４月２５日（日）

京都―11

１８㌔

京都南部の三川縦断ウオーク
京の三大河川を縦断するウオークです。ＪＲ長岡
京駅を出発し、最初に桂川を越す宮前橋を渡りま
す。昔はこの橋より上流で、桂川と宇治川が合流し
ていました。淀の城下町は、中州に浮かぶ中の島
の様な景観をなしていたそうです。
宇治川を越える淀大橋を渡り、最後の木津川へ
は、久御山町から八幡市への木津川大橋を南下
します。復路は御幸橋を北上します。御幸橋の下
流では、木津川、宇治川、桂川が合流し、「三川
合流」と呼ばれています。新しい天王山大橋を経
て、ＪＲ長岡京駅へゴールします。
集 合： ９：００ ＪＲ京都線長岡京駅
ゴール ：１４：３０頃 ＪＲ京都線長岡京駅
コース： ＪＲ長岡京駅～西国街道～勝龍寺公園～宮
前橋～淀城跡～淀大橋～久御山町中央公
民館～木津川大橋～木津川河川敷～淀屋
辰五郎旧邸～さざなみ公園～天王山大橋～
ＪＲ長岡京駅
参加費：会員無料 他協会３００円 一般５００円
三 川 合 流 地 点 （航 空 写 真 ）

集合：１０：００ 梅小路公園 (JR 京都駅より徒歩 15 分)
ゴール：１４：００頃 四条河原町
コース： 梅小路公園～西本願寺唐門～大仏の
隠れ家付近～明保野亭～京都霊山護
国神社～坂本龍馬・中岡慎太郎像～酢
屋～池田屋騒動の址碑～京都市役所
～坂本龍馬遭難の地碑～四条河原町
参加費： 会員無料 他協会３００円 一般５００円
※ 先着１０００名様にバッジ進呈
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一口メモ 京都霊山護国神社
さ ざ なみ公 園 ・安 居 橋

１８６８年（明治元年）５月
１０日、維新を目前にして
倒れた志士たちの御霊を
奉祀するために、京都・東
山に社を創建せよとの御
沙汰が明治天皇から発せ
られました。
京都の公家や諸藩が相
計らい京都・東山の山頂に
それぞれの社を建立した
のが始まりです。境内には
坂本龍馬の銅像も建って
います。

龍馬・慎太郎が襲撃さ
れた近江屋跡

恒例のＧＷ基地ウオークが開催 !!
４月２９日から、ＧＷ基地ウオークが開催されます。
詳細はパンフレットをご覧下さい。
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例会の活動報告
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ちょっと早いバレンタインデー

熊野信仰ゆかりの地ウオーク

総会ウオーク

坂本龍馬シリーズウオーク①

日
時： ２月７日（日） 晴れ
参加人数： ２９５名 １９㌔
担
当： 第５ブロック （野村リーダー）

船宿寺田屋
日
時： ２月２１日（日） 晴れ
参加人数： ６４４名 １２㌔
担
当： 第５ブロック （野村リーダー）

城南宮にて熊野詣
のお話を聞く

龍馬グランプリ京都大会に続き、坂本龍馬シリ
ーズウオークが始まりました。春を感じさせる暖か
な日、語り部の話を熱心に聞いた後、一人一人が龍
馬への思いを胸に出発しました。
京都の代表的な酒蔵を見学し、幕末の「鳥羽伏
見の戦い」ゆかりの史蹟を過ぎ、龍馬通りでは色々
なグッズを見つけました。京都では龍馬と最もゆか
りのある「寺田屋」には、たくさんの人波が出来てい
ました。
寺田屋騒動で傷つき逃げ込んだ濠川沿いの材
木小屋跡、匿ってもらった薩摩藩邸跡などを見て
歩きました。藤森神社では手作り市に出会い楽しん
だ後、無事ゴールしました。

雪がチラつく寒い日でしたが、ご参加の皆さまに
バレンタインチョコのちょっぴりプレゼントがあり、喜ん
で頂きました。城南宮では神職さんから、後白河法皇
の熊野詣でのお話や、当時の難行苦行の旅の様子
をお聞きしました。今熊野観音寺を訪ね、高台寺公園
で昼食休憩をしました。熊野若王子神社では語り部
から、全ての苦難をナギ払うとされている御神木のナ
ギの木のお話を聞いて、無事に神宮丸太町駅にゴー
ルしました。

伏見酒蔵を行く

ホームページ

10 万アクセスを達成 !!
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賑わう龍馬通り

当協会のホームページは、２００７年１月１日に
開設され、満３年目の今年１月末にホームページ
訪問回数（アクセス数）が、累計１０万回を達成し
ました。最近では毎月３０００アクセスもの訪問をい
ただいており、厚くお礼を申し上げます。
今後もホームページの速報性を活かし、本紙ウ
オーキングだよりとタイアップして、ウオーク情報の
発信に努めてまいりますので、ますますのご愛顧
をお願いいたします。

［お詫び］ホームページで紹介中のメールアドレスの通信状
況が不調で、ご迷惑をおかけしております。只今
改修中ですが、お急ぎの場合は事務所まで直接
連絡願います。
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コラム

全国あっちこっち

５００選の旅

静岡―４
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(第２３回)

城ヶ崎海岸の自然とふれあうみち

乾 恒子（ＫＷＡ副会長）

寛永３年、ぼら漁業の根拠地として紀伊家によって建築されたぼら納屋、ここを出発点として歩いた今回のコー
スは伊豆の伊東にある。火山活動で噴出した溶岩が海岸を形成しているため、ゴロゴロした足場の悪い所もあるが、
すぐそばにコバルトブルーの海を見ながら歩けるため、それも苦にならない。
遠くに伊豆の大島もはっきり見る事が出来た。次の目標はそうだ伊豆大島にしようと決め胸をふくらませる。白
い灯台をすぎ、嫌いなつり橋はたまたま近くにいた男性の腕をもたせてもらって何とか渡り終える。
雄大な景色を見ながら歩いたため、夜行バスの疲れもふっとんでしまった。その夜の宿泊は伊東のホテル、温泉
に入りのんびりしているとぐらぐらと来た。伊豆だから仕方がないと思っていると真夜中にはなんと震度５弱の大
きな地震、それから朝までに４１回の余震にウトウトしか出来ず、これも忘れられない思い出。

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。
１月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ４０８名
第８２回 ３月３日（水） 「三十三間堂無料拝観ウオーク」 約１０㌔
集合： １０：００ 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： ２００円(ＪＶＡ認定)
４月の予定

４月１０日（土） 「京都御所春季無料拝観ウオーク」

集合１０：００

第１５回 悠々・中級ウオーキング教室
日時：１日目（講義） ４月６日（火） ９：３０～１５：００
集合：９：３０
集合場所： 京都駅南北自由通路北側階段下
２日目(実技) ４月８日(木) １０：００～１５：００
集合：１０：００ 集合場所： 京都駅南北自由通路北側階段下
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
３月２７日（土） 鴨川から府立植物園ウオーク
集合１０：００ 京阪三条駅 距離 ５．３㌔
（植物園でお弁当を食べて遊ぼう） 入園料自己負担 ６０歳以上の京都府民無料（要証明）
４月１７日（土） 雅な平安絵巻の世界を訪ねよう
集合１０：００ ＪＲ宇治駅
距離 ５．２㌔
（駅からｅｃｏマップコース）
５月１５日（土） 鴻の巣山公園ウオーク
集合１０：００ ＪＲ城陽駅
距離 ４．４㌔
（鴻の巣山公園でお弁当を食べて遊ぼう）
ウオークの森活動

毎月第３火曜日 ＪＲ琵琶湖線山科駅前 ９時集合 ３月１６日（火）予定
ウオークの森の小径の整備、ベンチ作りなどを行っています。

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 ５８２名（２月２５日現在）

あとがき
香りのよい早咲きの房咲き水仙や、一回り大きな遅咲きの
ラッパ水仙など、春先に鮮やかな黄色の水仙を見つけると思
わず見とれてしまう程です。草花も萌える春を見つけに歩い
て出かけましょう。
≪編集 阿部・岡部・秦・花満≫

