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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
メール連絡は、上記ホームページからアクセス下さい

ウオーク日本１８００ 木津川市大会 ＆
平城遷都 1300 年祭 第 26 回国民文化祭･京都２０１１プレイベント

目指せ平城宮ウオーキング

大仏鉄道を巡るみち

京都府ウオーキング協会、木津川市、木津川市観光協会、平城遷都１３００年祭実行委員会ほか、多くの団
体がタイアップし、「目指せ平城宮ウオーキング 大仏鉄道を巡るみち」を、１０月９日（土）に開催致します。
大仏鉄道は明治３１年（１８９８年）、伊勢・名古屋地域の観光客を奈良・大仏参拝に運ぶために、名古
屋までつながっていた関西鉄道（当時）・加茂駅を起点とし奈良・大仏駅までの間に新設された路線です。
開業当時は多くの乗客で賑わいましたが、急勾配線路で運用が難航し、木津駅経由の平坦線に切り替え
られ、９年の寿命を閉じました。１１０年前の橋台、隧道、橋脚などが残され、一部は現用されており、里山
の自然に溶け込んだ貴重な遺構群が、鉄道マニアの心を捉えています。
これら大仏鉄道の遺構を訪ねるウオークで、出発式では木津川市長から激励ご挨拶、遺構跡では大仏
鉄道研究会による特別解説、昼食休憩場所では特産品販売、参加者には記念品贈呈などが予定され、
魅力溢れる大会で多数のご参加をお待ちしております。
開催日： ２０１０年１０月９日(土)
集合場所： ＪＲ関西本線加茂駅 東口公園前
集合： ９：４５
開式： １０：００
出発： １０：１５
ゴール： １５：００頃 ＪＲ奈良駅
コース： JR 加茂駅・東口公園前〜観音寺橋脚 A/B〜梶ヶ谷隧道〜赤橋〜松谷川隧道〜きっづ光科
学館ふぉとん〜鹿川隧道〜黒髪山トンネル跡〜大佛鐵道記念公園〜JR 奈良駅
参加費： 一般 ５００円 他協会 ３００円 会員無料
木津川市民は無料です

大仏駅の復元スケッチ（（C）大仏鉄道研究会）

現在も活躍中の赤橋

最新情報満載のホームページもご利用下さい。
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京都ＪＭＬツアー（年１回 会員限定）

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。

第１９回 富士河口湖もみじマーチ
１０月１５日（金）〜１７日（日）

健脚コース
京都―０１
１０月３０日（土） １８㌔

自然歩道月間

東海自然歩道と竹林を巡るみち
洛西の田園風景を過ぎて、風にそよいで揺れる竹
藪の道は、竹の枝を束ねて並べた「竹穂垣」や「物集
女垣」などの竹垣があり、綺麗に整備された小径を歩
きます。洛西ニュータウンのケヤキやイチョウの並木
道を通り、桂坂公園で昼食休憩をします。
午後から東海自然歩道の、風情ある竹林の散策路
に溶け込んだような社寺を巡り、桂川に沿ったサイク
リングロードを通って嵐山にゴールし、秋の一日、景
色を楽しみながら歩けるコースです。

洛西竹林公園で珍しい
竹を見る

集 合： ８：４５集合（９：００出発） ＪＲ京都線桂川駅
ゴール ：１５：００頃 阪急・嵐山駅
コース： JR 桂川駅〜久世高田第三公園〜物集女車
塚古墳〜洛西竹林公園〜大蛇ヶ池〜新林
池公園〜西蓮寺〜竹の寺〜鈴虫寺〜松尾
大社〜阪急・嵐山駅
参加費： 一般５００円 他協会３００円 会員無料

地蔵院︵
竹の寺︶
にて

１５日（金）新幹線で静岡へ
午後 ５００選Ｗ 静岡―０２、静岡―０５
１６日（土）もみじマーチ１日目参加
５００選 山梨―０２
１７日（日）もみじマーチ２日目参加 新幹線で帰京
ご好評につき、定員４５名に達しました。

ファミリーコース
１１月７日（日） １２㌔

１８００精華町大会
けいはんな公園と国会図書館
里山の自然豊かな中に、けいはんな学研都市が
誕生しました。先進の研究施設と文化施設が建ち
並ぶ精華大通りと緑豊かな公園を歩きます。有名企
業の研究施設、国会図書館関西館、住宅等ゆった
りとした街並みの中、ショッピングセンターや病院も
出来、都市的な利便性を高めています。
精華町役場前では、１８００精華町大会を記念して精
華町代表者からの激励ご挨拶を頂き、スタートします。
集 合： ９：４５集合（１０：００出発）
ＪＲ学研都市線祝園駅・近鉄新祝園駅
ゴール： １５：００頃 近鉄木津川台駅
コース： 精華町役場〜畑ノ前公園〜けいはんな
記念公園〜鳥谷公園〜国会図書館前〜
木津川台公園〜近鉄木津川台駅
参加費： 一般５００円 他協会３００円 会員無料
けいはんなプラザ中央

一口メモ：全国・自然歩道を歩こう月間
環境省では、自然や文化に恵まれた自然歩道
を歩くことによって自然への理解を深めることを目
的として、平成４年度（１９９２年）より、１０月１日か
らの１か月間を「全国・自然歩道を歩こう月間」と
し、全国各地で自然歩道を歩く行事の実施を提
唱しております。

富士五湖の一つ、河口湖で開かれるツーデーマ
ーチに参加します。富士山を見ながらの河口湖湖
畔一周コースや、青木ヶ原では天然記念物の風穴
（富岳）、氷穴（鳴沢）がみられます。また霊峰富士
の胎内から湧き出る八つの湧水池（忍野八海）など
自然豊かな富士五湖周辺を巡るコースなどが楽し
めます。全国のウオーカーと交流を深めましょう。
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例会の活動報告

万博記念公園とビール工場見学Ｗ
日
時：７月２５日（日） 晴れ
参加人数：４２９名 １７㌔
担
当：第４ブロック（野村リーダー）
連日の猛暑が続く中、恒例のビール工場見学ウオーク
に多くのご参加を頂き、熱中症に気をつけながら、万博
記念公園を走るモノレールの下の日陰を一列に歩いて、
千里南公園で昼食休憩をしました。アサヒビール吹田工
場では、美味しいビールが出来るまでの工程を見学した
後、工場で作りたてのスーパードライや黒ビール、ジュー
ス等の試飲を楽しみました。
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大文字観望＆京都五山送り火Ｗ
日
時： ８月１５日（日） １６日（月） 晴れ
参加人数： ５６１名（１５日）
９３６名（１６日）
担
当： 事務局（野村リーダー）
真夏恒例の大会に全国から延べ 1500 名ものウオ
ーカーに参集頂きました。１５日には山科をスター
ト、緑陰あふれる琵琶湖疏水沿いで心を和ませまし
た。岡崎公園でうれしいドリンクサービスを得、午後
には吉田山展望台から大文字火床を観望し、明日
の再会を期しました。
翌１６日、嵐山中ノ島公園を出発、鳥居、左大文字の
火床を観望し、船岡山に到着。山上のドリンクサービス
で一息つき、後半の火床観望コースを巡り、出町柳の
ゴールに無事到着しました。夜８時には、夜空を焦が
す大文字の火に行く夏を惜しみました。

等持院駅付近

“
うまい！”
とゴクリ

船岡山で
うれしい給水

緑陰あふれる
水路閣

桂川の清流を求めるウオーク
日
時： ８月１日（日） 晴れ
参加人数： ２６５名 １２㌔
担
当： 第５ブロック（野村リーダー）

酷暑をものともせず多数の参加を頂き、梅小路公園
をスタート、島原・大門をへて、大阪ガス・総合ショール
ームで一時の涼を取りました。五条通りを西に歩み、西
京極運動公園で昼食休憩としました。
午後には、さんさんと陽が注ぐ桂川沿いの河川敷を、
涼を求め北へと歩を進めました。路上温度計３７℃の表
示に驚きながら、月読神社や松尾大社に到着すると、
嵐山の緑陰が優しく迎えてくれ、阪急・嵐山駅に無事ゴ
ールしました。

貴重な近代化遺産

ラジオ塔遺構ウオーク
日
時： ８月 2２日（日） 晴れ
参加人数： ２４７名 １１㌔ ２０㌔
担
当： 第５ブロック（野村リーダー）

円山公園ラジオ塔
に集う

松尾大社で語部が
歴史を説く

猛暑の続く中、新聞やテレビでも取り上げられたラ
ジオ塔遺構を巡るウオークに参加いただき、橘児童
公園、小松原公園のラジオ塔を訪ね、船岡山公園に
至りました。毎朝、船岡山公園でラジオ体操を続けて
おられる地元の人達と一緒に、盛大にラジオ体操を
しました。後半の紫野柳公園、萩公園のラジオ塔を
巡り、休憩時のカチワリ氷で一時の涼を得、よく知ら
れている円山公園ラジオ塔前に無事ゴールしまし
た。
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コラム

全国あっちこっち

５００選の旅

北海道―３
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(第２７回)

美瑛リフレッシュライン

乾 恒子（ＫＷＡ副会長）

今までこんなにきれいなブルーの水を見た事がなかった。今年７月の旭川ツーデーのせっかくウオーク
で、美瑛の丘の上から白金温泉まで歩いた時の事。
白く残雪をいただいた十勝岳の美しさに見とれながら歩いていると美瑛川が目の前に。その川はなんと
コバルトブルー。この川に感激しているとしばらくして現れたのは、さらに濃い水をたたえた「青い池」、
立ち枯れのカラマツがなお一段と幻想的な風景をかもし出している。この「青い池」は１９８８年の十勝
岳の噴火後の防災工事のため美瑛川をせき止めた時に出来たようだ。この「青い池」は是非自分の目で見
てもらいたいものだ。北海道のコースはどのコースも又、行きたい所であるが、かけ足ではなく、じっく
りと時間をかけて歩き、その良さを知ってほしい。

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！
京都府ウオーキング協会事務所ウオーキングステーションに設定されたコースを、“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月度ウオーキングステーション利用者数： ２４３名
第８６回 ９月１９日（日） 「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： ２００円(ＪＶＡ認定)
１０月の予定 １０月２２日（金） 時代祭観賞ウオーク
約１０㌔
第１８回 悠々・中級ウオーキング教室
１日目（講義） １０月５日（火）
９：３０〜１５：００
集合： ９：３０
集合場所： ＪＲ京都駅南北自由通路北側階段下
２日目（実技） １０月７日（木）
１０：００〜１５：００
集合：１０：００
集合場所： ＪＲ京都駅南北自由通路北側階段下
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
［歩育]楽しく、健やかに子供と一緒にウオーク
９月１８日（土） 平安神宮・岡崎公園ウオーク 集合 ９：４５ 京阪本線出町柳駅 距離 ４．５㌔
（動物園ご入園の方は、要入園料及びお弁当持参）
１０月１６日（土） 山科疏水散策ウオーク
集合 ９：４５ ＪＲ琵琶湖線山科駅 距離 ６．２㌔
（ＪＲ散策マップ）
１１月２０日（土） ヤクルト京都工場見学ウオーク 集合８：４５ ＪＲ奈良線木幡駅 距離 ４．８㌔
事前予約制 定員１００名 （９月１日より受付）
京都府ウオーキング協会 電話：075-353-6464 ファックス：075-352-4600
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 ９月２１日（火）予定

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 ６１4 名（８月２５日現在）

あとがき
ピンクや白の可憐なコスモスが、休耕田や道路沿いで咲
いている姿が見かけられます。秋桜と書くコスモスが、爽や
かな９月の風に揺れていると、暑かった夏のウオークを忘れ
させてくれるようです。 ≪編集 阿部・岡部・秦・花満≫

