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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

新しい年を迎えて

会長 森田 裕

あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、清々しい年をお
迎えになられたこと、心からお慶びを申し上げます。
さて当協会は昨年発足２５周年を迎え、会員様には記念品と記念誌を贈呈させて
いだきました。また４月には、念願の特定非営利活動法人(NPO)の認可を得て新た
な第一歩をスタートしました。
今年はさらなる飛躍を目指し、例会年間３０回開催や、ＮＨＫ大河ドラマに連動し
黒田官兵衛の京における軍師として生きる姿を描いた「軍師官兵衛シリーズウオーク
」を３回実施致します。今年２１回目を迎えて全国規模となった恒例の「新春古都の
道ウオーク」や、「京都五山送り火ウオーク」も実施し、酷暑に８０キロを二日間で福井
県小浜から京都出町柳商店街まで歩く「さば街道ウオーク」は７月に開催します。
加えて厚生労働省の推進する国民健康運動「健康日本２１」と連携する「スマート
ライフウォーク４７」に取組み、当協会が開催する全ての大会及び例会等で健康寿命
をのばすウオークをアピールしてまいります。
今年も会員の皆様のみならず、ウオークを楽しみに参加される一般参加の方々の
ために、「いつまでも歩いていたい京の道」をモットーに、スタッフ一同ウオーク運営
に努めて参ります。皆様のご参加を心からお待ち致しております。

新春古都の道Ｗにて（２０１３年１月）
ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会

検

索

スタッフ集合（２０１３年４月 八重の桜③）
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
この印は、ＪＲふれあいハイキングの対象です。
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健脚コース

２月２３日(日)

京洛八社めぐり

１８㌔

［総会Ｗ］

烏丸通りと堀川通り界隈に鎮座する、菅原道真
公の産湯に使った井戸がある菅大臣神社をかわき
りに、白峯神宮、水火天満宮、御霊神社、ウオーカ
ーに有難い足の神様護王神社、菅原院天満宮神
軍師官兵衛①
社、下御霊神社、文子天満宮の八つの神社をめぐ
秀吉に天下を取らせた男
ります。祭神は、菅原道真が四社、早良親王が二
今年のＮＨＫ大河ドラマは、戦国時代に負けを知ら 社、崇徳天皇が一社で祀っています。別名「怨霊
ず、信長・秀吉・家康の三君に仕えた軍師・黒田官兵衛 巡り」とも呼ばれていますが、色紙にカラフルなスタ
（黒田如水）が主人公です。ＫＷＡでは、官兵衛の京都 ンプを集める事も可能です。
での足跡を訪ねるシリーズウオークを実施します。
集 合 ：８：４５（９:00 出発） ＪＲ京都駅中央改札口
本能寺の変で、主君・信長が打たれたことを知った
ゴール：１５：００頃 ＪＲ京都駅
秀吉は泣き崩れます。黒田官兵衛は、「今が天下を取
コ ー ス ：ＪＲ京都駅〜菅大臣神社〜白峯神宮〜
る絶好の機会」と秀吉に密かに進言します。秀吉は直
水火天満宮（扇町公園）〜御霊神社〜護王神
ちに中国攻めを打ち切り、わずか１０日間で京都に戻
社〜菅原院天
る「中国大返し」を成し遂げ、山崎の地で明智軍と戦
満宮神社〜下
いを交えます。秀吉軍は首尾良く天王山を手中に収
御霊神社〜文
め戦いを主導、加えて光秀陣営からの離反が続き、
子天満宮〜ＪＲ
光秀は敗退、伏見区小栗栖（おぐるす）で土民の手に
京都駅
かかりました。
参加費： 会 員 無 料

ファミリーコース（自由歩行）
２月１１日(祝・火)
１１㌔

シリーズウオーク①では、まず光秀が敗退し隠れた
勝龍寺城（現勝竜寺城公園）を訪ねます。その後、両軍
が陣を広げた小泉川沿いの道を歩み、歴史に思いを
巡らせます。更に歩を進め天王山の陣地跡を訪れま
す。ここからは山崎の合戦場が一望され、「天下分け目
の決戦」を想像してみましょう。当日は先着５００名様
に、ちょっと早いバレンタインデ―のチョコレートと官兵
衛バッジを進呈しますので、ご期待下さい。
集 合 ： ９：４５
（10：00 出発） ＪＲ
京都線長岡京駅
ゴール： １４：３０頃
ＪＲ山崎駅
コース： Ｊ Ｒ 長 岡 京
駅〜勝竜寺城公
園〜淀川河川敷
〜桜の広場〜山
崎聖天〜山崎合
戦の地碑〜旗立
松〜宝積寺〜ＪＲ
山崎駅
参加費： 会 員 無 料
他協会 300 円
一般 500 円

山崎合戦の地碑

黒田氏家紋バッジ

他協会 300 円
一般 500 円

護王神社の絵馬

特別基地 ２月２５日（火） １７㌔
第121 回

北野天満宮梅花祭Ｗ

北野天満宮の梅花祭は、鳥羽天皇の時代から
９００年の歴史があり、境内の白やピンクの梅の花
も見ごろになっている頃です。天神さんに縁のある
しゃがんでいる牛の像は境内のあちこちあります
が、唯一立っている牛の像が、拝殿屋根の下にあ
る小さな欄間に彫刻されており、天神さんの七不
思議に数えられています。縁日の出店を巡って、
上七軒の綺麗どころによる野点大茶湯を見物した
り、梅の香りを楽しんで下さい。お名前が［北野］
さんには参加費無料。
集 合 ：９：４５ （１０：００出発）ＪＲ京都駅中央改札口
ゴール： １５：３０
頃 ＪＲ京都駅
コース： Ｊ Ｒ 京
都駅〜鴨川
河川敷〜北
野天満宮〜Ｊ
Ｒ京都駅
参加費：３００円
艶やかな野点
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ファミリーコース

例会の活動報告

あすｋｙｏフェスタ元気ウオーク
日
時： １１月２３日（祝） 晴れ 距離：１０㌔
参加人数： １６８名 （KWA コース参加者）
担
当： 事務局 (野村リーダー)
毎年開催の「あすｋｙｏフェスタ」は、京都駅をスタ
ートし、鴨川河川敷を北上、会場の植物園にゴー
ル。銀杏が美しく色づいた園内で、各種体験コー
ナー、ゆるキャラとのふれあい、学生のステージシ
ョー等多くのイベントを楽しみました。

特別基地
第１１８回 東福寺もみじウオーク
日
時： １１月２７日（水） 晴れ
参加人数： ４１１名
距離： １０㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
もみじ見物に最適の秋晴れの日、多数の参加を
頂き京都駅を出発しました。五条公園での昼食休憩
は、日のあたる河川敷でお弁当を広げる参加者も多
くおられました。午後には東福寺に到着、鮮やかな
紅葉の景色が広がる臥雲橋からの眺めに感動、境
内をゆっくり拝観・散策しました。思い思いの紅葉を
楽しんだウオークでした。

忠臣蔵ウオーク
日
時 ： １２月１５日（日） 晴れ
参加人数： ３７８名 距離： １２㌔
担
当 ： 第６ブロック （中村リーダー）
大石内蔵助は、親戚の進藤源四郎の世話で京
都山科の家に隠れ住み、主君の無念を晴らすべく
江戸へ出発するまでの一年半余り、討ち入りの決
意を胸に秘策を練りつつ暮らしました。その忠臣蔵
ゆかりの史跡を山科に訪ねました。
義士達の行動力・強い意志にあやかろうと元気
よく、ラクト山科公園をスタート。まず四十七士の遺
髪を埋葬した瑞光院を訪れ、赤穂浪士を祀る大石
神社に到着しました。宮司様から、大石内蔵助及
び赤穂浪士にまつわる貴重なエピソードを紹介頂
き、笑いに満ちた楽しいひと時を過ごしました。そ
の後、内蔵助の念持
仏を本尊とする岩屋寺
から、西本願寺山科別
院で列詰めしＪＲ山科
駅にゴール。皆さん、
本懐を遂げた様な
清々しい顔でした。
大石神社宮司の講話

特別基地

健脚コース

高雄・清滝紅葉ウオーク
日
時 ： １１月３０日（日） 晴れ
参加人数： ３７６名 距離： １８㌔
担
当 ： 第５ブロック （野村リーダー）
小春日和に誘われて､残り紅葉を求めるウオーカ
ーが大勢参加されました。広沢池から直指庵を過
ぎ、京見峠では眺望を楽しみ、菖蒲谷池に下り、彩
り美しい広場で昼食休憩しました。
午後の高雄からの東海自然歩道は、多くのハイ
カーで賑わっており、一部、先の台風で崩れた路肩
もありスリリングな
ウオークでした。
清滝から金鈴
峡をへて、ＪＲ保
津峡駅にゴー
ル。残り紅葉を満
喫し た 例会で し
た。
小橋を行く（清滝）

第１１９回 東寺終い弘法ウオーク
日
時： １２月２１日（土） 曇り時々雨
参加人数： ２９５名 距離： １０㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
師走の京都恒例の東寺終い弘法、時折にわか
雨が降る中、京都駅を元気にスタートしました。
京都水族館を経て、西寺跡公園で昼食休憩。午
後の出発前に、「平安京の羅城門を守護する東西
の位置に東寺と西寺が置かれ、東寺のみが現存す
る。」と歴史解説を語り部から聞きました。多くの参
拝客で賑わう東寺では、参拝をしたり正月用品等
が 並 ぶ たく さ ん の
出店を巡りました。
帰路は西本願
寺 ・ 唐 門 を訪 れ Ｋ
ＷＡ事務所前に無
事ゴールしました。

東寺の境内

京都ウオーキングだより

日々 是(これ) ウオーク

お知らせ

橋本 弘子さん 京都市上京区

２ ０ ０ ７ 年８月定年退職を迎
え、いつまでも続けられる楽しみ
をと思い、何度か参加していた京
都府ウオーキング協会に入会し
たのが、ウオーク人生の始まりで
した。
歩くことが楽しく、幾つかの会
にも参加、関西のあちらこちらを
歩き、いつの間にか月平均２０
回・３００キロの日々を過ごしてい
ました。

持病の慢性胃炎も治まり、薬の世
話にもならず、ビールもおいしくなり
ました。昨年から３０キロ以上にも挑
戦、自信もつき、ますます楽しんでい
ます。８０歳になっても（それまで生き
ているかな？）自分の足で、自分の
意志で歩ける事を願いながら。
わがままなウオーカーをいつも辛
抱強くお世話してくださるスタッフの
皆様に感謝しつつ、今日も元気に楽
しいウオークをしたいと思います。

)

みんなの広場

２０１４年（平成２６年）１月１日発行

(

（4）第８５号
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１１月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ４９６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１２２回 ３月３日（月） 「三十三間堂無料拝観ウオーク」
集 合 ： ９：４５
集合場所： JR 京都駅中央改札口

１０㌔
参加費： ３００円

第５８回 ふれあいウオーキング教室
日 時： ３月１９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：
集 合：
コース：
参加費：

２月１日(土） 京エコロジーセンター見学ウオーク
約５㌔
１０：００
集合場所： ＪＲ奈良線稲荷駅
ＪＲ稲荷駅〜伏見稲荷大社〜ぬりこべ地蔵〜京エコロジーセンター〜地下鉄竹田駅
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 ６４５名（１２月２５日現在）

あとがき
正月の門松にはお目出度い松、竹、梅の花等を飾り
ますが、舞妓さんの花かんざしも１月には松竹梅の花
かんざしと、正月から１５日まで稲穂を右に挿し、新年
を迎えます。今年も元気に歩きましょう。
≪編集 阿部・中川・西田・秦・花満≫
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参加者大募集！ 第５回 京都ツーデーウオーク
第５回目をむかえた市民ウオー
クの祭典「京都ツーデーウオーク」
が開催されます。今年のメイン会
場は梅小路公園（ＪＲ京都駅より徒
歩約１０分）に変わりました。早春
の都大路を楽しんでいただけるよ
う、梅小路公園を起点に、古刹や
世界遺産の神社など、名所を巡る
新たなコースを設定しております。
国際・日本市民スポーツ連盟、
近畿マーチングリーグ公式、美し
い 日本の 歩き たく なる み ち５ ０ ０
選、オールジャパンウオーキング
カップ（ＡＪＷＣ）、スマートライフウ
オーク４７、それぞれの認定大会と
して運営されます。
募集パンフレットに添付されてい
る参加申込み用紙に必要事項を記
入のうえ、参加登録費を添えて最寄
りのゆうちょ銀行、又は郵便局窓口
にて手続きして下さい。インターネ
ット経由でも申込み出来ますので、
申込み用紙をご覧下さい。ＫＷＡ例
会や事務所で直接受付も致します
ので、ご利用下さい。

** 全コースの受付場所、ゴール・スタートは梅小路公園です。

** 全コース 16：00 までに、ゴールしてください。

■せっかくウオークのご案内： ３月１７日(月) 京都バス大原バス停留所 ９：３０集合 距離:10 ㌔ 参加費:５００円
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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ウオーキング基地を設けています。

ナガオカスポーツウオーク館

スポーツパレットゴトウ

長岡京市長岡２−１−１
電話 ０７５−９５２−１８００
交通機関
阪急長岡天神駅西口から徒歩１分
ＪＲ長岡京駅から徒歩１５分
開所時間
火曜日〜日曜日 午前１０時〜午後５時
早朝スタート可
定休日
月曜日（祝日の場合翌日）
京都-11
京都-11
京都-01
京都-11
京都-11

１０㌔
１５㌔
２５㌔
１５㌔
２０㌔

リカーコレクション龍野
京都市山科区御陵大津畑町 32
電話 ０７５−581−0130
交通機関

コース

日曜日・祝日

渋谷街道と大石神社
琵琶湖疏水と旧東海道
琵琶湖疏水と醍醐寺

金戒光明寺・吉田神社
京の町並みめぐり
哲学の道・平安神宮
鴨川河川敷

京都-02
京都-02
京都-02

１０㌔
１２㌔
１３㌔
１６㌔

インクライン・清水坂

京都-02

２０㌔

洛北・下鴨神社(世界遺産)

京都-02

２０㌔

髙島屋京都店５階スポーツ用品売場

ＪＲ山科駅 徒歩５分
京阪山科駅 徒歩５分
京都市営地下鉄東西線山科駅 徒歩 5 分
開所時間
午前 9 時〜午後 8 時
定休日

コー ス

コー ス

長岡天満宮・勝龍寺
長岡宮大極殿・光明寺
西国街道・大原野神社
小泉川源流と勝龍寺
長岡京市＆八幡市友愛

京都市上京区河原町通り
丸太町下ル伊勢屋町４０５
電話 ０７５−２２１−６３６６
交通機関
京都市バス 河原町丸太町バス停前
京阪電車 神宮丸太町駅徒歩５分
開所時間
土・日曜日・祝日 午前１０時〜午後６時
平日
午前１1 時〜午後６時
早朝スタート可
定休日
火曜日
駐車場あり

１０㌔
１２㌔
１５㌔

京都市下京区四条通り河原町
電話 ０７５−２２１−８８１１（代表）
交通機関
京都市バス・四条河原町バス停から徒歩５分

阪急京都線・河原町駅から徒歩１分
開所時間
午前１０時〜午後６時
（ゴールは午後６時まで） （予約制あり）
定休日 元日のみ
コース

黒谷・八坂の塔
牛若丸誕生の地

京都-02

新選組＆錦市場

トロッコ列車亀岡駅前ふる里の店

１３㌔
２０㌔
１６㌔

京都府亀岡市篠町山本神田１９
電話 ０７０−５５００−５３０２

レストラン嵐山

交通機関 ＪＲ嵯峨野線・馬堀駅から徒歩５分
開所時間
受付 午前 9 時〜午後 4 時
早朝スタート可
定休日 水曜日 （冬季１月〜２月末まで休業）
駐車場あり（終日５００円）

京都-12
京都-12

１５㌔
１５㌔
２２㌔

コー ス

コース

明智の城下町
七谷川桜公園
和らぎの道・出雲大神宮

京都市右京区嵐山渡月橋東畔
電話 ０７５−８７２−５１１１
交通機関 嵐電・嵐山駅から徒歩５分
阪急・嵐山駅から徒歩１０分
JR 嵯峨嵐山駅から徒歩１５分
開所時間 午前９時半〜午後５時
定休日なし
松尾大社・苔寺
大覚寺・嵯峨野散策
御室・妙心寺
御室・金閣寺

京都-07
京都-07
京都-07

１０㌔
１０㌔
１５㌔
２０㌔
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カフェリュン加茂駅前
コー ス

木津川市加茂町里東鳥口 6-10
電話 0774-76-7854
交通機関 JR 大和路線加茂駅西口徒歩１分
開所時間 毎日 午前 8 時から午後 5 時
定休日 木曜日と、元旦

当尾の石仏を巡るみち
鹿背山の自然と大仏鉄
道遺構
瓶原・大井手用水と恭
仁京を訪ねる

京都-05

１８㌔
１３㌔
１２㌔

NPO 法人 京都府ウオーキング協会

●ステーションの地図
ナガオカスポーツウオーク館

コー ス

京都市下京区東洞院通り七条上ル飴屋町２４９
電話 ０７５−３５３−６４６４
交通機関
JR 京都駅中央改札口から徒歩 ６分
開所時間
月曜日〜金曜日 午前１０時〜午後４時
早朝スタート可
定休日 土曜日・日曜日・祝日と協会指定日

京都タワーと下京八景
二条城・京都御所
平安神宮・八坂神社
新選組
千本鳥居と竹の下道
お土居・北野天満宮
京都御所・平安神宮
西国街道・桂離宮
伏見酒蔵
お土居

京都-02
京都-02
京都-06
京都-02
京都-02
京都-06
京都-02

１０㌔
１０㌔
１０㌔
１２㌔
１５㌔
１７㌔
１６㌔
２０㌔
２５㌔
２５㌔
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カフェリュン加茂駅前
カフェリュン
加茂駅前

N

Ｊ
Ｒ加
茂
駅

コンビニ

■ 京都・山城国一周ウオーク（2 年目）
◆ＫＷＡ発足２５周年記念行事の「京都・山城国一周ウオー
ク」は、2 年目を迎えます。
◆今年は右図に示す様に、９月には「流れ橋〜一休寺〜同
志社大学」、１０月に「けいはんな公園〜鳥谷公園〜木津川
市役所」、１１月には「泉橋寺〜蟹満寺〜森山遺跡」のコー
スをウオークします。
◆今年も、３コース踏破者には記念品を贈呈します。

宝ヶ池

嵐山
山科

■ 山科に新ステーション
「リカー・コレクション龍野」が誕生
山科のウオーキングステーション(ＷＳＴ)「きょねん屋山科店」
閉店の後を受けて、１月６日から新しいＷＳＴ「リカー・コレクショ
ン龍野」がオープンしました。
龍野英次店長は、５０年以上続く歴史ある山科三条商店会
の会長を務められ、「三条商店会がウオーカーの皆さんをお迎
えします。」と語っておられます。お店は旧東海道に面し、江戸
時代には京や近江へ行きかう人々で賑わい、今もその面影を
残しております。
お店の売りは「お酒と笑い」です。月２回のペースで「落し語の
会」を開いておられますので、ウオークの後に笑いは如何ですか？
お店のＨＰ：http://www4.ocn.ne.jp/~tatuno/index.htm

長岡京
宇治

八幡
城陽

京田辺

2014 年コース

山城国一周コース図

龍野店長

店頭風景

木津

