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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。

平成 24 年（2012 年）の例会スケジュールが決定！
［源氏と平家シリーズ］
ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」放映にちなみ、「源氏と平家シリーズ」ウオークを実施いたします。京都を舞台
に、栄枯盛衰のドラマを展開した平家の足跡をたどります。
２月は清盛が栄華を極めた東山界隈の史跡を訪ね、３月は悲恋に泣いた女達の庵を嵯峨野に訪ねま
す。平家が壇ノ浦で敗れた後、建礼門院は大原寂光院に出家します。この地を後白河法皇が訪ねてくる
「大原御幸の道」を４月にウオークします。
［第３回京都ツーデーウオーク… 3 月 3〜4 日］
好評の京都ツーデーウオークは３回目を迎えます。「歩くまち・京都」をスローガンに、清水寺、伏見稲
荷大社、三十三間堂、北野天満宮、二条城、京都御苑、南禅寺など名所旧跡を巡る６つのコースを、お
楽しみ下さい。
［１８００Ｗ特集］
ＪＷＡ主催の１８００ウオークは来年３月で終了となりますが、当協会では本活動の精神を尊重し市町村
訪問ウオークを継続実施致します。９月には「明智光秀居城と三段池公園」で知られる福知山市を訪問、
１１月には「由良川の河岸段丘」で知られる京丹波町を訪ねます。
［恒例行事］
これらの例会に加え、新春古都の道（１月）、丹波七福神（１月）、西大路七福社ご利益巡り（１月）、女
子駅伝(１月)、湯けむり５００選バスウオーク（６月）、さば街道（７月）、大文字観望・五山送り火（８月）、納
会（１２月）などのウオークが例会並びに特別例会で行われます。
来年も様々な新コースの例会が計画されております。詳細は年間予定表を例会時やホームページか
ら入手下さい。魅力一杯のＫＷＡ例会に、ご期待下さい。

KWA 特別基地ウオーク 100 回記念を迎える
京都府ウオーキング協会の運用するウオーキングステーション(WST)では、
現在１０コースを提供しております。京都の祭りや行事に合わせてＷＳＴ提供
コースを選び、皆で一緒に歩く例会が、「ＫＷＡ特別基地ウオーク」です。
２００６年（平成１８年）３月３日に初めて実施された「三十三間堂無料拝
観Ｗ」から数えて１００回目の例会を、１月９日「泉涌寺七福神Ｗ」として実
施します（詳細は４頁）。多数の皆さんのご参加お待ちしております。
先着５００名様に、１００回記念品を進呈いたします。
第１回例会パンフレット(一部分)

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

健脚ファミリーコース

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

平日ファミリーコース
１月４日（水）

１４㌔

第６回丹波七福神ウオーク
新春に開運・招福を願って千歳の山裾に点在する
七福神を巡ります。亀岡５００選のみち・和らぎの道か
ら、桜の七谷川公園を経て、幸運を呼ぶといわれるご
神水が湧き出ている出雲大神宮にもお参りします。の
どかな亀岡平野を、のんびりゆっくり歩きましょう。
集

合： ９：４５（出発１０：００）
ＪＲ嵯峨野線亀岡駅
ゴール： １５：００頃 ＪＲ嵯峨野線千代川駅
コ ー ス： ＪＲ亀岡駅〜保津大橋〜和らぎの道〜
七福神（１〜７）
〜出雲大神宮
〜水鳥公園〜
ＪＲ千代川駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
一般５００円
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七福神

健脚コース（自由歩行）
１月１５日（日） 21 ㌔

都道府県対抗女子駅伝応援Ｗ
冬の京都の風物詩、全国都道府県対抗女子駅伝
の復路をたどります。折り返し点に近い宝ヶ池公園
から、白川通りを南下し百万遍交差点を過ぎて丸太
町通りから京都御所を横目に千本北大路の坂道に
向かいます。平野神社前の第一中継所あたりで１区
または２区のランナーとすれ違えるはずです。
ゴールの西京陸上極競技場では県人会が屋台
を出しています。軽い食事で体を温めた後は、ゴー
ルする選手を迎えてあげてください。冬晴れか大雪
か分からないこの季節、温かくして歩いてください。
集 合 ：８：４５（出発９:00） 地下鉄国際会館駅
ゴール：15：00 頃 西京極陸上競技場
コ ー ス ：地下鉄国際会館駅〜宝ヶ池〜百万遍〜
烏丸丸太町〜千本北大路〜西大路五条〜西
京極陸上競技場（最寄り 阪急・西京極駅）
参加費：会員無料 他協会 300 円 一般 500 円

１月２２日(日) １５㌔

第２回西大路七福社
ご利益めぐりウオーク
西大路通りの両側の、歴史と格式を持つ７つの
神社を巡ります。若一(にゃくいち)神社は平清盛の
別邸跡で、開運の神様とされ御神水も有名です。
春日神社は奈良の春日大神を移されたのに始まり
ます。大将軍八神社は、方位の厄災を解除する社と
して内裏の北西角に創建されました。平野神社は桓
武天皇による平安京遷都にともない、生活全般を司
る神々を移したのに始まります。
わら天神宮は正式名称を「敷地神社」といい、
安産の神様で知られる木花咲耶姫命（このはなさ
くやひめのみこと）が祀られています。北野天満宮
は学問の神様として、あまりにも有名です。２０１２
年の開運へ、神様のご加護を祈りましょう。
集 合 ：9:45（10:00
出発）JR 京都線
西大路駅
ゴール：ＪＲ嵯峨野
線円町駅
コ ー ス ：ＪＲ西大路駅
〜吉祥院天満宮
〜若一神社〜春
日神社〜大将軍
八神社〜北野天
満宮〜平野神社
〜わら天神宮〜
熊野神社衣笠分
社〜JR 円町駅
参加費：会員無料
他協会 300 円
一般 500 円

吉祥院天満宮

若一神社

参加者大募集中
京都-02・06
２０１２年３月３日(土)〜４日（日） 雨天決行
早春の都大路を歩こう

第 3 回京都ツーデーウオーク
全国各地からウオーカーの参加を募り、「歩くま
ち・京都」を広く発信し早春の都大路を歩く祭典を
開催します。
郵便振込み、あるいはウエブでの申し込みに加
え、ＫＷＡ例会時の直接受付も致しますので、皆様
の参加をお待ちしております。
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ファミリーコース

例会の活動報告

１８００Ｗ

健脚・ファミリーコース

山紫水明鴨川思案橋ウオーク
日
時： １０月２０日（日） 曇りのち雨
参加人数： １８６名 距離： 26 ㌔・１３㌔
担
当： 第２ブロック（園田リーダー）
鴨川と高野川を中心にした京の水辺をめぐる
コースでした。祇園白川や平安神宮を通過後、１
３㌔ゴールの宝ヶ池公園まで北上しました。雨し
きりでしたが後半の参
加者は１１８人でした。
深泥池水生植物
の解説を聞いた後、
賀茂川を渡り自由歩
行へ。肌寒さもあっ
て河川敷を急ぐ参加
者が目立ちました。

南山城村・笠置町大会

東海自然歩道と布目川甌穴Ｗ
日
時 ： １１月６日（日） 曇りのち雨
参加人数： ９７名 距離： １０㌔
担
当 ： 第３ブロック（高橋リーダー）
雨模様が報じられる朝、府下最南端の南山城
村に９７名のウオーカーが参集しました。
手仲村長の歓迎挨拶に見送られて、沈下橋〜
恋志谷神社〜東海自然歩道〜布目川に歩を進
めました。甌穴の不思議話を聞いた後、木津川沿
いに笠置町の川沿い公園まで下りました。
笠置町副町長の歓迎挨拶を頂いて、心待ちに
していた「全国ご当地なべ祭り」会場に到着しまし
た。皆心ゆくまで、名物
なべを楽しみ、笠置駅
から解散しました。

鴨川河川敷（荒神橋）

第 12 回美山かやぶきの里
ワンデーマーチ
日
時： １１月３日（祝） 晴れ
参加人数： ５７０名 距離： １２㌔・１８㌔
石川県小松市からバス２台で９０名もの参加もあ
り、多くのウオーカーが深まりゆく秋の美山に集まり
ました。ゴールでは地元特産品が当たる抽選があ
り、お米や野菜を手にして嬉しそうな参加者がたく
さん居られました。

第 14 回一休さんウオーク 2011
日
時： １１月１３日（日） 晴れ
参加人数： 約１０００名 距離：６㌔・１１㌔・１７㌔
田辺公園多目的運動広場で行われた出発式で
は、市長さんのご挨拶やストレッチ、元気な檄の後
１７㌔、１１㌔、６㌔コースの順にスタートしました。
紅葉が見事な一休寺や観音寺を拝観したり、思い
思いの秋を楽しみながらのウオークでした

皆に見送られて (美山）

一休寺前にて

手仲村長のご挨拶

沈下橋を渡る

平日・ファミリーコース

秋色の五里五里の里をたずねて
日
時 ： １１月１６日（水） 晴れ
参加人数： ２２７名 １４㌔
担
当 ： 平日ブロック（岡部リーダー）
秋晴れの空が広がりウオークには絶好の日和に、
宇治駅をスタートして、紅葉が始まった太陽が丘運動
公園で小休止の後、サンガタウンを過ぎ、鴻の巣山
運動公園で昼食休憩をしました。
午後からは、京都から
五里（20ｋｍ）、奈良から
も五里の長池を通り、秋
色の山背古道の景色を
楽しみながらゆっくり歩き
ました。中天満宮で最後
の休憩をして、無事にＪＲ
山城青谷駅にゴールしま
した。

鴻の巣山運動公園
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横田浩さん（53 歳）治子さん（46 歳）英樹さん（11 歳）＝奈良県生駒市

小学校がすぐ隣で、ふだんあ
まり歩く必要のない生活をして
いた時、ＪＲハイキングで見て
ＫＷＡの歩育に参加したのが家
族でウオーキングを始めたきっ
かけです。
おたべ工場や山科疏水などを
めぐるうちに、子どもにも友達がで
きて再会が楽しみになり、歩育より

お知らせ

家族で例会楽しみに

みんなの広場
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もう少し長い距離を歩こうと、毎月
の例会にも参加するようになりまし
た。
家から近い南山城地方での開
催が多く助かりますが、もともと京
都は好きなので、少々遠くても苦
になりません。今後もＫＷＡのイベ
ントを生活の一部にしたいと思っ
ています。

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

１０月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ２００名
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。
第１００回 １月９日（祝・月） 「泉涌寺七福神ウオーク」 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
第１０１回 ２月２５日（土） 「北野天満宮梅花祭ウオーク」 約１７㌔
第４５回 ふれあいウオーキング教室
講 義： １月１８日（水） 集合 ９：３０
実 技： １月１９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
［歩育]楽しく、健やかに子供と一緒にウオーク
２月１８日（土） ヤクルト京都工場見学ウオーク
集合９：００ ＪＲ奈良線木幡駅 距離 ６㌔
定員１００名事前予約制 （12 月 1 日より、例会時・電話・ＦＡＸで受け付けます）
ウオークの森活動
１２月は都合により第４火曜日 ＪＲ琵琶湖線 山科駅前 ９時集合 １２月２７日（火）予定
１月からは毎月第３火曜日 １月１７日（火）の予定です。
「京都ウオーキングだより」は、２００６年１月１日に第１号を発刊、本１２月号で第６０号を迎えま
した。永らくのご愛読に感謝申し上げ、今後も皆様のウオークに役立つ情報を提供して参ります。
京都府ウオーキング協会は、１２月２８日〜１月４日の間、事務所をお休みいたします。
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 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 ５９３名（１１月２５日現在）

あとがき
赤やピンク白のシクラメンは５枚の花びらが上に反り返っ
た形でほのかな香りもあり、一枚の葉に一つの花が咲くので
葉が多いとそれだけ多く咲くようです。寒い日は体温調節に
気をつけて歩きましょう。 ≪編集 阿部・秦・花満・半田≫

