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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 琵琶湖疏水と大文字観望ウオークは実施
第22 回 京都五山送り火ウオークは大雨洪水警報で中止となる
天候不順が続く中、今年の「大文字観望＆京都五山送り火ウオーク」が実施されました。
先ず１５日の「琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク」には、４３７名ものウオーカーが参集されました。 ラク
ト山科公園を出発、緑陰あふれる琵琶湖疏水沿いのウオークで、蒸し暑さを和らげました。琵琶湖疏水開
拓者・田辺朔郎博士の像を訪ね、南禅寺水路閣を経て、岡崎公園で冷たいドリンクサービスを楽しみ昼食
休憩しました。
午後には吉田山ふもとで、かち割り氷のサービスを受け、元気よく展望台にアプローチ。明日の点火準
備をしている大文字火床を眺めながら、ＫＷＡの語り部が説く「送り火の歴史」に聞き惚れ、明日の再会を
期しました。
「京都五山送り火ウオーク」実施当日（１６日）は、前夜の大雨で増水した保津川と怪しい雲行きに気をも
みながら、出発式を実施しました。ウオーカーが渡月橋を渡る頃から激しい雷雨に襲われ、いたる所が冠
水しました。京都市に「大雨・洪水警報」が発表され、ウオーク例会は途中で中止と致しました。鴨川の河
川敷が全て冠水、立ち入り禁止となり、賀茂大橋近くに仮設ゴールを設け、到着するウオーカーをねぎら
いました。夕方まで激しい雨が襲来、五山送り火の点火が危ぶまれましたが、予定通りに点火、先祖の霊
を送る事が出来ました。

田辺朔郎博士の像 （１５日）

南禅寺水路閣 （１５日）

出発式 （１６日）

ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会

鴨川河川敷が冠水 （１６日）

検

索

かち割り氷のサービス (１５日)

仮設ゴールに参加者が到着（16 日）

情報満載のホームページもご利用下さい。
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健脚コース

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
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１０月５日（日） １２㌔

明智越え保津峡ウオーク
本能寺の変の直前、亀山城を出た明智軍は三隊
に分かれ、その内の一隊・光秀自身が率いた兵は保
津川北辺の山道を越え、途中愛宕山に立ち寄って
戦勝祈願をした後、京に向かって駆けおりました。
その道は「明智越え」と呼ばれており、急な登り坂と
下り坂が続きます。具足を身につけ、鉄砲や槍をかつ
いだ草履履きの足軽と、馬上で前後左右上下に揺ら
れた武士の苦労に思いをはせ、歩いてみましょう。
集 合： ９：45（10：00 出発） ＪＲ嵯峨野線亀岡駅
ゴ ー ル： １４：３０頃 ＪＲ保津峡駅
コ ー ス： ＪＲ亀岡駅〜保津
川下り乗船場〜保津橋
〜八幡神社〜文覚寺〜
明智越え〜水尾街道〜ＪＲ
保津峡駅
参 加 費： 会員無料
他協会３００円
一 般 ５００円
明智越え(2009 年)

特別基地

１０月２２日（水）

１３㌔

第 127 回

時代祭観賞ウオーク

葵祭、祇園祭と共に、京都三大祭に数えられる
時代祭は、国内はもとより海外からの参観者も多く、
沿道には豊かな国際色が見うけられます。
維新勤皇隊の奏する笛や太鼓を先頭に、約２０００名
からなる２㌔の行列は、明治時代から平安京の造営さ
れた延暦時代へさかのぼり京都の歴史をしのばせま
す。すがすがしい季節、京都の祭りをお楽しみ下さい。
集 合： ９：４５ （１０：００出発）
ＪＲ京都駅中央改札口
ゴ ー ル： １５：３０頃 KWA 事務所

１０月１９日（日） ２２㌔

山城国一周ウオーク⑤
南へ南へ歩いて全９回の山城国一周ウオークもい
よいよ折り返しの５回目です。ＪＲ同志社前駅から木津
川の流域に広がる稲の穂も垂れ下がった田園地帯を
歩き、精華町役場で休憩した後、文化、学術、研究の
新しい拠点の関西文化学術研究都市のシンボルとし
て造られた広々とした「けいはんな記念公園」を通り
抜けて、鳥谷公園で昼食をとります。午後は精華町に
隣接する木津川市の新興住宅街をめぐってＪＲ木津駅
にゴールします。
集 合： ８：４５（９：００出発）
ＪＲ学研都市線同志社前駅
ゴール： １６：００頃 ＪＲ木津駅
コース： ＪＲ同志社前駅〜精華町役場〜けいは
んな記念公園
〜鳥谷公園〜
ＪＲ木津駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
一 般 ５００円

けいはんな記念公園

健脚コース １０月２６日（日） １８㌔

洛北静寂の道
京都の北、静寂に包まれた洛北と西賀茂を歩き
ます。宝が池より小野小町終焉の地・小町寺、京
の有職織物の川島織物を経て、西賀茂へ。岩倉
具視出家隠棲した霊源寺から上賀茂神社、大田
神社を通り深泥池から宝が池に戻りゴールしま
す。秋が深まりつつある季節に静寂を増した洛
北、西賀茂を楽しみましょう。
集 合 ：8：4５（9：00 出発）地下鉄・国際会館駅
ゴール： １５：３０頃
地下鉄・国際会館駅
コ ー ス ： 宝が池公園〜岩倉南公園〜小町寺
〜川島織物〜鴨川公園〜霊源寺〜上賀茂
神社〜大田神社〜深泥池公園〜地下鉄国
際会館駅
参加費：
会員無料
他協会 300 円
一 般 500 円

コ ー ス： 鴨川河川
敷〜京都御苑
（時代祭観賞）
〜堀川遊歩道
〜ＫＷＡ事務
所
参加費： ３００円
皇女和宮

深泥池
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歩育コース

例会の活動報告

京都府警察本部見学ウオーク

健脚コース

京都盆地に刻まれた太陽の道
日
時： ７月２７日（日） 雨のち晴れ
参加人数： １８３名
距離： １９㌔
担
当： 第２ブロック （寺澤リーダー）
前日まで 38 度の猛暑日が続くなか、当日は時々
俄雨があり、幸いにも酷暑を避けたウオークとなりま
した。先ず冬至・日入りラインに位置する松尾大社
を訪ね、続いて梅宮大社から秦氏の京都地域での
本拠地「太秦」に足を伸ばしました。その中心に位
置する「木嶋神社（蚕の社）」には、特異な三本柱
の鳥居があり、参加者は語り部が説く秦氏の歴史と
偉業話に聞き入りました。
昼食は雨足がきつくなり、急遽ＪＲ円町駅の軒下
で食べることになりました。
午後は京都御苑を経て、荒神橋たもとで、かち
割り氷の給水サービスに一時の涼を楽しみました。
最後のポイント、夏至・日出ラインに位置する下鴨
神社を訪ねました。境内は「みたらし祭」に賑わって
おり、ＫＷＡの語り部から「糺の森が、秦氏の信仰に
深く関わる歴史」が語られました。
猛暑が一休み
した一日、京都
太秦から発祥し
た秦氏の偉業を
訪ねたウオーク
でした。

日
時： ８月１日（金） 晴れ
参加人数： ６５名
距離： ５㌔
担
当： 歩育 （西田リーダー）
京都の町の安全と平和を守っている京都府警察
本部を見学しました。
ＪＲ二条駅をスタート、二条公園を経て堀川遊歩
道を北上、京都府警察本部に到着しました。
京都府警察本部では、参加者を２班に分けて見
学、まず犯人逮捕までのドラマ仕立てビデオを鑑
賞しました。信号機を操作して交通の流れをスムー
ズに制御する交通管制センターでは、刻々と変わ
る道路状況を見学。１１０番で受けた連絡を地図を
見ながら近くのパトカ
ーに指令する緊迫の
通信指令センターを
見学しました。平和
な日々を過ごせるの
も警察本部のお陰と
感謝の気持ちが強ま
りました。
白バイの試乗体験

ファミリーコース

京都六地蔵めぐり①
日
時： ８月３日（日） 曇り
参加人数： ２３４名 距離： １１㌔
担
当： 第３ブロック （高橋リーダー）

蚕の社にて

ファミリーコース

たそがれの納涼ウオーク(中止)
日
担
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時： ８月２４日（日） 雨
当： 第３ブロック （高橋リーダー）

久しぶりに復活した「たそがれウオーク」を楽しみに
ウオーカーが参集されましたが、途中から雨模様で出
発が危ぶまれました。気象台からの大雨警報が発表さ
れ、涙を飲んで中止と致しました。今月二度目の警報
中止に想定外の異常気象を感じました。
来年に「たそがれウオーク」を予定しておりますので
ご期待下さい。

六地蔵をめぐるウオークの一回目、ラクト山科公
園を出発して旧東海道を東へ。最初の地蔵（山科
地蔵）が祀られる徳林庵では、可愛い仲良しの六
体のお地蔵様が迎えてくれました。追分にある井
筒八ツ橋本舗でおいしいお茶と八ツ橋で休憩し、
名神高速道路に沿って歩きました。早稲ノ内公園
での昼食が終わるころ、ぽつぽつと雨が降り出し
急いで出発。
午後は、百日紅の咲く山科川に沿って歩き伏見
地蔵のある大善寺
に着きました。
ＫＷＡの語り部
の六地蔵物語を
聞き、ＪＲ六地蔵駅
に無事ゴールしま
した。
徳林庵にて
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１０月１１日（土）
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１０㌔

ピンクリボン京都

スタンプラリー＆ウオーク

高台寺公園周辺を基点とした、祇園東山の社
寺やお店を巡るスタンプラリー＆ウオーク。
「古都」に触れながらピンクリボンクイズに答え
てウオークします。高台寺、八坂神社、知恩院、
建仁寺など十カ所の社寺を無料で拝観できるお
楽しみもあります。古都の風情ただようコースで
楽しい一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
受付開始： ９：１５
集合場所： 霊山観音前
コ ー ス ： 高台寺公園〜円山公園〜知恩
院〜八坂神社〜建仁寺〜慈芳院〜
五条坂〜二年坂〜高台寺公園

お知らせ

定 員 ： ８００名
参 加 費 : 事前１０００円 当日１５００円
小学生以下無料
受 付 ： KWA 事務所や例会時に受付

奥野史子さんのトークショー風景（２０１３年）

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： ３７５ 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 128 回 東福寺もみじウオーク
日 時： １１月２７日(木)
距離： １０㌔
集 合： ９：４５ 集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口
参加費： ３００円
第６２回 ふれあいウオーキング教室
日 時： １１月１９日(水) 開催日が変更になりました。
集 合： ９：３０ 集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口
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、事前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
山科疏水と井筒八ッ橋本舗見学ウオーク
日 時： 10 月 4 日(土)
距離： ６㌔
集 合： ９：４５ 集合場所： ＪＲ琵琶湖線山科駅
コース： ＪＲ山科駅〜山科疏水〜井筒八ッ橋本舗〜ＪＲ山科駅
参加費： ３００円
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 ６５１名 （８月２７日現在）

あとがき
嵯峨の小倉山二尊院には、総門をくぐると参道のゆるやか
な石段の両側から、白や赤紫の萩の花がこぼれるように咲
き、弁天堂前の大きな白萩は爽やかな秋風に揺れていま
す。 ≪編集 阿部・中川・西田・秦・花満≫

