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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

第１６回 さば街道ウオーク
７月２０日「海の日」が祝日になったのにちなんで、「さば街道ウオーク」を開催しています。ウオ
ーカーの方々には、人気のある８０㌔コースです。スタッフの手厚い支援で真夏のコースを完歩
し、ゴールの出町柳・桝形商店街のみなさまの大歓迎の中、鯖ずしとビールで乾杯です。
あなたも完歩してさば戦士になりませんか？
日 時：７月１９日（土）〜２１日（祝・月） 前泊含め２泊３日
日 程： １９日（土） せっかくウオーク 「歴史街道・若狭小浜を訪ねるみち」（１０㌔）
（小浜・若杉末広亭 泊）
２０日（日）
★若狭街道コース 小浜（いづみ商店街さば街道起点）〜瓜割の滝〜熊川宿〜保
坂〜朽木〜梅ノ木（石楠花山荘泊） 約４５㌔
★針畑越コース 小浜（いづみ商店街さば街道起点）〜鵜の瀬〜上根来〜小入谷
〜梅ノ木（石楠花山荘泊） 約４５㌔
２１日（祝・月） 梅ノ木〜明王院〜花折峠〜途中〜大原〜八瀬〜下鴨神社〜出町柳・
桝形商店街（さば街道終点）
約３５㌔
◆針畑越コースは若狭街道コースを踏破した「さば戦士」のみ参加資格があります。
５００選認定： 福井―１０ 京都―０４
参 加 費 ： ２３，０００円
募 集 人 員 ： ４０名（会員・賛助会員に限ります）
***ご好評につき、定員に達しました。有難うございました***

あるくぞ懇親会（小浜）

さば街道プレート（小浜いづみ商店街）

坊村を行く

情報満載のホームページもご利用下さい。
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平日コース ７月１０日（木） １０㌔

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。

星のブランコを渡ろう

交野市は、弘法大師が呪文を唱えたら星が降っ
たという ｢降星伝説｣ や、｢天の川｣の名前で象徴さ
れる七夕発祥の里です。星にまつわる地名や伝承
に富んでおります。日本最大級の人道吊橋を渡り、
「角倉了以と京の名水」
高瀬川は角倉了以によって１６１１年から３年かけ 爽快感を味わうとともに伝説の星くずを拾い集め、
て開削された運河です。さらに、１０００年の古都文 牽牛・織姫にタイムスリップしてみましょう。
化の発展を支えてきた代表的な京の名水を訪ね、
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発）
寺社仏閣とは異なる新たな京都の良さを探求しなが
ＪＲ学研都市線河内磐船駅
ら、ウオークを楽しみましょう。
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ河内磐船駅
集 合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ京都駅中央改札口
コ ー ス ： ＪＲ河内磐船駅〜天の川緑地〜星田神
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ京都駅
社〜星田妙見宮〜星のブランコ〜ピトンの小
コ ー ス ： ＪＲ京都駅〜京の名水（県井・祐の井・染
屋〜森林鉄道風歩道橋〜星の里いわふね〜
殿井・染井・無垢の井）〜高瀬川源流〜一之船
私市〜ＪＲ河内磐船駅
入り〜三之船入り跡〜船頭道〜角倉地蔵〜余
参加費： 会員無料
剰水排水口〜源融河原院跡〜船廻し場跡〜船
他協会３００円
鉾橋〜ＪＲ京都駅
一般５００円
参加費： 会員無料
他協会３００円
一般５００円
星のブランコ

ファミリーコース ７月６日（日） １２㌔
高瀬川開削４００年記念

健脚コース ７月２７日（日） １８㌔
一之船入

特別基地
第１２５回

７月１７日（木）

１０㌔

祇園祭観賞ウオーク

日本三大祭に数えられる祇園祭は、４９年ぶりに
今年から１７日の先祭（さきまつり）と、２４日の後祭
（あとまつり）の２日に分かれて巡行が行われます。
先祭には長刀鉾や菊水鉾など２３基の山鉾が巡
行し、後祭は蛤御門の変で焼失して再建された大
船鉾が、町衆の熱い期待に応えて巡行します。暑
い京都の華麗な祇園祭を楽しんで下さい。
集 合 ： ８：４５ （９：００出発）
ＪＲ京都駅中央改札口
ゴ ー ル： １４：３０頃 KWA 事務所
コ ー ス ： 鴨川河川
敷〜京都市
役所（祇園祭
巡行観賞）〜
ＫＷＡ事務所
参加費： ３００円

長刀鉾

京都盆地に刻まれた太陽の道
古代遺跡には太陽の位置に従って建造物が配置さ
れ、その配置が太陽の道と呼ばれています。５世紀ご
ろ渡来した秦氏が京都・太秦に拠点を構え、農業、養
蚕、金属加工、窯業などの技術を日本に伝えました。
この太秦から､冬至の太陽が沈む松尾山、夏至の
太陽が出る比叡山が望まれ、この三点を結ぶ線が
「京都盆地に刻まれた太陽の道」と言われています。
この線上の史跡を訪ね、秦氏の偉業に思いを巡
らせましょう。
集 合： ８：４５ (９：００出発) 嵐山中之島公園
（ＪＲ嵯峨野線嵯峨嵐山駅・徒歩 10 分 阪急
嵐山駅・徒歩 3 分）
ゴール： １５：００頃 京阪・出町柳駅
コ ー ス ： 嵐山中之島公園〜松尾大社〜梅宮
大社〜広隆寺〜蚕の社（木嶋神社）〜二条公
園〜京都御苑〜荒
神橋〜下鴨神社〜
京阪・出町柳駅
参 加 費 ： 会員無料
他協会３００円
一般５００円

蚕の社・三柱鳥居
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例会の活動報告
ゴールデンウイークは京都の基地を歩こう！
今年のゴールデンウイークは、新緑がまぶしい中や雨
の中をそれぞれ楽しんだウオークでした。各基地では
お菓子や抽選会が用意されました。７日間完歩された
３８名の方には記念品が、贈呈されました。
七谷川桜公園Ｗ
４月2６日（土） 晴れ
参加人数： １７４名
トロッコ列車・ふる里の店
長岡天神つつじ観賞Ｗ
４月２７日（日） 晴れ
参加人数： ４４３名
ナガオカスポーツ
新選組と錦市場Ｗ
4 月２９日(祝・火) 雨
参加人数： ９６名
タカシマヤ京都店
大井手用水と恭仁京を訪ねるＷ

５月３日(祝・土) 晴れ
参加人数： １５３名
カフェ・リュン加茂駅前
京の町並み巡りＷ
５月４日(祝・日) 晴れ
参加人数： ３２１名
ゴトウスポーツ
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特別基地 第 124 回 葵祭観賞ウオーク
日
時： ５月１５日（木） 晴れ
参加人数： ２０７名 距離： １３㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
今回は、１グループ約５０名がリーダー指揮の下、間
隔をあけて４グループで京都御苑へ向かいました。
京都御苑には、祭り出発まで余裕のある時間に到
着。存分に行列を観賞
し綾西公園で休憩後、
事務所にゴールしまし
た。京都三大祭りのトッ
プを飾る葵祭は、格式あ
る賀茂両社のお祭りらし
牛車が行く
く厳かな行列でした。

ファリーコース

近江八幡水郷と商家の町並み
日
時 ： ５月１８日（日） 晴れ
参加人数： ２９８名 距離： １２㌔
担
当 ： 第６ブロック （中村リーダー）
紺碧の空、絶好のウオーキング日和でした。白鳥
川の「びわ湖よし笛ロード」で、数多くの鯉のぼりの川
渡しが参加者を迎えてくれました。近江八幡市街地
に入ると洋風住宅街や商家の町並みから八幡堀沿
いに青い芽の柳の下を
歩き、日牟礼八幡宮で
お弁当休憩。
午後はヴォーリズ記
念館や旧八幡郵便局を
廻り、ＪＲ近江八幡駅に
ヴォーリズ記念館
ゴールしました。

平日コース

平安貴族の雅と新緑ウオーク
御室仁和寺・妙心寺Ｗ

５月５日(祝・月) 雨
参加人数： １６１名
レストラン嵐山
琵琶湖疏水と旧東海道Ｗ
５月６日(振・火) 晴れ
参加人数： ４２４名
リカーコレクション龍野

日
時 ： ５月２２日（木） 曇りのち晴れ
参加人数： ２９４名 距離： １２㌔
担
当 ： 平日ブロック （森リーダー）
晴れ間がのぞく曇り日和の中、宇治駅を出発し
ました。源氏物語の舞
台である夢浮橋・早蕨・
総角・蜻蛉を巡り、古き王
朝時代に思いを馳せると
ともに、もみじの新緑に包
まれ心洗われた楽しいウ
一言寺前にて
オークとなりました。
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みんなの広場

ＫＷＡスタッフに感謝
芦田 孝男 様 ︵京都市左京区︶

当協会会員の芦田孝男様は、
春の叙勲で瑞宝小綬章を受賞さ
れました。長年にわたる警察署長
としての、ご活躍が栄えある表彰
の対象とお聞きしました。
芦田様は、平成１８年にすべて
の業務をはなれウオーキングなど
を日々楽しまれており、KWA 例会
にもしばしば参加されています。
その経過で職場ＯＢ・歩こう会の
お世話をする事となり、コース決
定や下見調査の難しさを実感され

お知らせ
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たと、お聞きしました。
『KWA スタッフの事前調
査や、適切な指導と助言を
受け、毎回安全・快適にウ
オーキングを楽しんでいま
す』とのお礼状と共に、受賞
内祝として１万円を、ご寄付
頂きました。厚くお礼を申上
げます。

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

４月度の KWA ウオーキングステーション利用者数： ３８９ 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１２６回 ９月１９日（金） 「平安神宮庭園無料拝観ウオーク」
集 合： ９：４５
集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口
参加費： ３００円

１０㌔

第６０回 ふれあいウオーキング教室
日 時： ７月９日（水）
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
日 時： ８月１日（金） 京都府警察本部見学ウオーク
５㌔
集 合： 8：45
集合場所： ＪＲ嵯峨野線二条駅
コ ー ス： ＪＲ二条駅〜堀川遊歩道〜京都府警察本部〜地下鉄・丸太町駅
参加費： ３００円（中学生以下無料）
事前予約制 定員 80 名 （参加希望者は協会事務局宛てに電話・ＦＡＸにて予約願います）
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 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 ６３９名 （５月２５日現在）

あとがき
善峯寺は西国三十三カ所の２０番札所で、遊龍の松が有
名ですが、石段を上るとピンク、紫や水色の１万株のアジサ
イ苑が広がり、遊歩道を歩くとやわらかなアジサイ色に心が
癒されます。
≪編集 阿部・中川・西田・秦・花満≫

