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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     
        

特別例会・会員限定 しお鯖一匹背負って小浜から京都へ  7 月 13 日(土)～15 日(月・祝)   

  今年も「さば戦士」 43 名が完歩 ！  
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  

京都府ウオーキング協会恒例のさば街道ウオーク、今年は節目の１５回目となりました。 

１３日のせっかくウオークでは、小浜フィッシャーマンズワーフで昼食、若狭おばま食文化館など、

小浜旧市内を散策しました。夜には、さば戦士結団式で健闘を誓い合って大いに盛り上がりました。 

夜来の雨も止んで、さば街道ウオークの初日（１４日）は、いずみ商店街のさば街道起点プレー

トで記念写真を撮り、新調の帽子をかぶり八幡神社から元気にスタートしました。若狭姫神社で、

針畑越コースの戦士を見送った後、若狭街道コースの戦士が出発。瓜破の滝ミストに癒され、熊

川宿で昼食、小雨に逢いましたが快調にゴールしました。一方、針畑越コースでは、激しい雨に

降られて難行し、ゴールも３０分遅れでした。 

二日目（１５日）は雨にも降られずに、ヒルで難所の花折峠も無事越え、大原から八瀬を経て、

出町柳桝形商店街の大歓迎の拍手の中、さば戦士４３名全員元気にゴールしました。 

 

情報満載の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

若狭街道コースを行く 桝形商店街でのゴール冠水した小入谷の道(針畑越コース)

花満由貴子さん辻国光さん 

平成25年度ＪＷＡ会長表彰を受賞     
６月１９日（水）、ＪＷＡ通常総会にて花満由貴子さんと辻国光さん

が個人受賞されました。おめでとうございます。 
花満さんは幹事・理事として若手役員の指導育成に当たり人望厚

く女性リーダーとして大活躍中で、全国主要大会にも積極的に参加

されレベルアップに貢献されています。 
辻さんは地球一周４万㌔ウオーク達成、ＪＷＡマスター、スーパ

ー、金メダル賞等受賞され、コースマスターとして団体歩行をリード、

協会内の信望が厚く若手役員の指導に活躍されています。 

同時に団体功績表彰を受賞された「北京都（ほくと）ウオーキング協会」は、今年設立１０周年目を

迎え、北部京都を中心にウオークの普及に貢献されておられます。 
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健脚コース  ９月１日（日） ２０㌔  

ＫＷＡ２５周年記念 山城国一周Ｗ ① 

平日・ファミリーコース ９月１２日（木） １０㌔

安威川遊歩道散策と 
ビール工場見学ウオーク 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーコース  ９月８日（日） １２㌔ 

１８００舞鶴市大会 赤レンガ倉庫群

と引揚記念館を訪ねるＷ   
 

本ウオークは京都盆地の外周を、３年間９回に分け

てめぐります。第１回目は、ＪＲ花園駅から仁和寺、広沢

池、大覚寺、二尊院、渡月橋へと嵯峨野の中心部を貫

き、松尾大社、苔寺へと西山の裾野をたどります。 
   
４世紀築造の京都市内最大級の前方後円墳のあ

る「天皇の杜公園」を経て樫原廃寺跡を通り、ＪＲ桂

川駅にゴールします。３年後の完全踏破を目指し

て、最初の一歩を元気に踏み出しましょう。 
   
集 合： ８：４５ (９：００出発） ＪＲ嵯峨野線 花園駅 

ゴール： １５：００頃 ＪＲ桂川駅   

旧海軍が築いた「赤レンガ倉庫群」と、戦後の復

員兵と大陸からの引き揚げ者の史実を残す「舞鶴

引揚記念館」をめぐるウオークです。１００年余を経

た今も、近代化遺産が数多く、レトロな風景の街

を、当時の「ハイカラ」を思い浮かべ歩きましょう。 

集 合： ９：４５ （１０：００出発） 中舞鶴公園 

ゴール： 舞鶴引揚記念館 

コース： 中舞鶴公園～赤レンガ倉庫群～日本

板ガラス舞鶴事業所～舞鶴クレインブリッジ～

舞鶴引揚記念館 

参加費： 会員無料 他協会３００円 一般５００円

コース： ＪＲ花園駅～仁

和寺～大覚寺～松尾

大社～天皇の杜公園

～樫原廃寺跡～ＪＲ桂

川駅 

参加費： 会員無料 

他協会 ３００円 

一 般 ５００円  健脚コース ９月２２日（日） ２２㌔  

オランダ堰堤の道ウオーク 
明治時代、山林荒廃で土砂が河川に大量流入、

大阪湾の水深低下が危機的となり、政府はオランダ

より技術者を招き河川改良に取り組みました。その

一つとして、草津川上流に石積み砂防ダム（後のオ

ランダ堰堤）を築きました。堰堤周囲は、湖南アルプ

ス自然保養林として広く親しまれています。 

草津宿・本陣跡を経て草津川沿いに南下、オラ

ンダ堰堤に至ります。保養林内に設けられた、「た

まみずきの道、逆さ観音、キャンプ場」を巡り、ゴー

ル・ＪＲ南草津駅へのコースをたどります。   

集  合： ８：４５（９：００出発） ＪＲ琵琶湖線草津駅

ゴール： １５：００頃 ＪＲ南草津駅 

コース： ＪＲ草津駅～草津本陣～オランダ堰堤

～逆さ観音～青

山中央公園～ＪＲ

南草津駅 

参加費： 

会員無料 

  他協会 ３００円

一 般 ５００円

ＪＲ吹田駅から安威川沿いの遊歩道へ入ると、木陰

も多く花も植えられていて歩き易い道が、３㌔ほど続

きます。 
ＪＲ岸辺駅横断橋を渡り、柴金山公園で昼食休憩

をします。アサヒビール工場の受入れ準備の関係で、

班単位の工場見学となります。ウオーク後に飲む、出

来たてビールの味をお楽しみ下さい。 
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発） ＪＲ京都線吹田駅 
ゴール： １５：００頃  ＪＲ吹田駅 
コース： ＪＲ吹田駅～高浜橋～安威川遊歩道～川園

(京都～舞鶴)往復ﾁｬｰﾀｰﾊﾞｽ利用の募集
★実 施 日  ９月８日（日） 

★集合場所  新都ホテル前 (ＪＲ京都駅八条口）

★集合時間  7:00（時間厳守） 出発 ７:15

★バ ス 代  ２，２００円（往復） 事前申込 

★募集人員  １００名（貸切バス ２台を予定） 

   （満員になり次第締め切ります。）  

公園～正雀～紫金

山公園～原新池公

園～アサヒビール工

場見学～ＪＲ吹田駅 
参加費： 会員無料  

他協会 ３００円 

一般 ５００円 ｵﾗﾝﾀﾞ堰堤 

天皇の杜公園
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例会の活動報告                                                       
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

 

 

 

 

特別基地 第１１５回 祇園祭観賞Ｗ 
日 時： ７月１７日（水）  晴れ 
参加人数： ３４３名  距離： １０㌔ 
担 当： 特別基地 （福島リーダー） 

五条大橋から鴨川河川敷を北上し、京都市役所

の前で、山鉾巡行を観賞。辻回しや、新調された豪

華絢爛な前掛け、胴飾りに感動しながら３３基の山

鉾巡行を観賞しました。 
午後には、二条堀川から四条、山鉾の仕舞の進

む鉾町を見ながら、西洞院通りを南下、猛暑の中

でしたが体調を崩すことなく、ＫＷＡ事務所にゴー

ルしました。 

健脚コース   

旧東海道本線ウオーク 
日 時： ７月７日（日）  晴れ 
参加人数： ２５７名   距離： １８㌔ 
担 当： 第１ブロック （竹中リーダー）  

健脚コース 

京の四閣めぐりウオーク 
日 時： ６月３０日（日）  晴れ 

参加人数： ４７２名   距離： ２２・１５㌔ 

担 当： 第６ブロック （中村リーダー） 
    
 
  

 
    
 

 
   
 

平日コース  
産業遺産ｼﾘｰｽﾞ② 赤レンガＷ 
日   時 ： ７月１１日（木） 晴れ 
参加人数： １８５名   距離： １２㌔  
担   当： 平日ブロック （岡部リーダー）   
 

にカメラを向ける

人達がおられまし

た。 
富小路殿公園

で昼食休憩、京都

府庁旧本館を巡

り、ＪＲ二条駅にゴ

ールしました。 

会員の深田勝敏さんが、ＫＷＡ基地ウオーク５００

回を達成され、出発式で森田会長から表彰を受け

られました。 

北野天満宮お旅所をスタート、平野神社では夏

越祓の茅の輪をくぐり、金閣寺(第１閣)から、白川疏

水道を経て南田児童公園で昼食休憩。午後は銀

閣寺(第２閣)から静

寂な法然院の庭園

を拝観し、大雲院の

銅閣(第３閣)、西本願

寺飛雲閣(第４閣)を巡

り京都駅にゴール。さ

わやかな風に救われ

たウオークでした。  

朝から日差しが強く暑い日でしたが多くの参加を

頂きました。出発式では岡部リーダーから、コース地

図の裏面に印刷されている１５の赤レンガの建造物

の説明と、熱中症にならないように充分な水分補給

の注意がありました。 
明治２３年に建てられた三条通りの旧家辺徳時計

店では当時の斬新な店構えが残り、参加者から感嘆

の声があがっていました。明治２７年に建てられた平

安女学院明治館では歴史を感じる赤レンガの建物

大雲院の銅閣 

旧家辺徳時計店 

大津駅前公園を発ち、初代国鉄大津駅が存した

京阪・大津駅を経て、旧逢坂山トンネルに至りまし

た。激しい交通の為現場へのアクセスが難しく、トン

ネル遺構の写真パネルで歴史的建造物を知りまし

た。お馴染みの井筒八ッ橋本舗追分工場で冷茶と

八ッ橋の試食をいただき、生き返りました。 

旧東海道線跡は名神高速に展開されており、名

神沿いの、旧山科駅跡の遺構プレート前では、盛

んにシャッターを押し

ていました。 

稲荷児童公園に

到着、聖護院八ッ橋

様提供の八ッ橋クラ

ンチチョコのお土産

で解散しました。  

夏のユニフォームを新調！ 
７月７日から、ＫＷＡスタッフの夏用ユニフォーム

が新調されまし

た。さわやかなラ

イトピンクに、「京

都ＫＷＡ」と「ミズ

ノ」のマークが映

え、優しい雰囲気

に仕上がってい

ます。 

旧山科駅跡の遺構 
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みんなの広場   みんなで楽しいウオーキング 

 

 
   

    
お知らせ    この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。 
    
６月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ６１名  
 
ウオーキングステーション（WST）を歩こう！  

 ＮＰＯ法人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１１６回 ９月１９日（木） 「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  （京都劇場前広場） 
 参加費： ３００円   
   

第５５回 ふれあいウオーキング教室  

日 時： ９月１１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： 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 
 
［歩育]楽しく、健やかに子供と一緒にウオーク  

１０月５日（土）  防災体験とおたべ工場見学ウオーク   約６㌔ 
集 合： １０：００  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口（京都劇場前広場） 参加費： ２００円 

防災センター見学は事前予約制（先着８０名）です。協会宛ての電話・FAX で予約下さい。 

あとがき       
紫や白の桔梗の花は、凛とした気高さを見せて毎年暑い

夏に咲きます。紫式部の邸宅跡といわれる廬山寺の「源氏の

庭」には白砂と緑の苔に紫の桔梗が綺麗に咲き、桔梗の寺と

もよばれています。     ≪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 ６４０名 （7月３１日現在） 

参加者募集 （会員限定）  でっかいどうオホーツクマーチ 

平成２６年６月１２日（木）～１５日（日） 
参加費: ９６，０００円 (平成２５年６月より積み立て １２回  ８，０００円/回) 

ご希望の方はＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会事務所まで 

 作務衣のユニークスタイルで例会

に、いつも参加されているのは、城

陽市・龍福寺の副住職・苗村さんで

す。現職でお忙しい中、一生懸命

にウオークされている訳を苗村さん

に、お聞きしました。 

苗村さんによると、自分自身の健

康について気にしたことはありません

でしたが、父親（龍福寺住職）が入院

するのを機に、自分も糖尿の予備軍

であることに気づき、ウオーキングを

始めるように勧められました。  

当初は、ひとりでぶらぶら歩いて

いましたが、大勢で歩きたいとネッ

トで検索、ＫＷＡを知りました。 

知らない道を歩いたり、文献から

得た知識を確認することが出来た

りと、毎回たのしく参加しています。

朝夕の勤行の間のウオーキングは

心身ともに、健やかな気分で大い

に楽しんでいます。 

自坊の龍福寺では、毎年「城陽

青谷・梅まつり」に参加、たくさんの

土鈴をひな壇飾りに展示しており

ます。是非一度ご覧下さい。 

苗
村
法
孝
さ
ん
（
城
陽
市 

青
谷
・
龍
福
寺
）

 

京都マラソン 

のバナーです 


