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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を、心からお慶び申し上げます。
さて、当協会は特定非営利活動法人を取得して３年目を迎えて協会運営を充実
すべく組織の改革を進めてまいります。
今年はさらなる飛躍を目指し、年間３３回開催します例会や、３年間にわたった「山
城国一周ウオーク」も最終の３回コースを迎えます。過去好評であった「京に咲いた
女たち」を、３回シリーズで実施します。
又、２２回目を迎えて全国大会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」を実施します。酷暑に８０キロを二日間で福井の小浜から
京都出町柳まで歩く恒例の「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」に引き続き取組み、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参ります。
今年も会員の皆様やウオークを楽しんでいただける参加者のために、「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はウオーク運営に努めて参りますの
で、皆様のご参加を心からお待ち致しております。

新春古都の道ウオーク

ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会

京都ツーデーウオークにて

検

索

鯖街道 いづみ商店街にて

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。

ファミリーコース（自由歩行）
２月１１日(祝・水)
１４㌔
ちょっと早いバレンタインデー
京に咲いた女たち①

紫式部のいきたまち

古典文学の第一人者・紫式部の足跡を再び訪ね
ます。「源氏物語千年紀」で実施した際には大いに
賑わったコースで、供養塔（千本えんま堂）、産湯の
井(大徳寺)、生誕の地（雲林院）、墓所、曾祖父の邸
宅跡である事から式部も住んだであろう廬山寺など
洛中を巡ります。平安京大極殿跡も訪ね、平安時代
の京都をしのびましょう。
集 合： ９：４５（１０：００出発）JR 嵯峨野線二条駅
ゴール： １４：３０頃 地下鉄・丸太町駅
コース： ＪＲ二条駅〜平安京豊樂殿跡〜大極殿
跡〜千本えんま堂（供養塔）〜大徳寺（産
湯の井）〜墓所〜扇町児童公園〜廬山寺（邸
宅跡）〜京都御苑〜地下鉄・丸太町駅
参加費： 会員無料
他協会 ３００円
一 般 ５００円
※先着５００名様に
バッジとチョコレ
ートを贈呈します。
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健脚コース ２月２２日(日) １５㌔ 京都-09

宇治十帖ゆかりの地Ｗ[総会Ｗ]
「源氏物語」の最末尾の宇治を舞台にした十帖は
「宇治十帖」と呼ばれています。第四十五帖「橋姫」
から第五十四帖「夢浮橋」まで、それぞれのゆかりの
場所には古跡が設けられていますので、物語を思い
浮かべながら冬の宇治を巡りましょう。スタート後、古
跡を東屋、椎本、手習、蜻蛉とまわり、総角（あげま
き）から大吉山に登って昼食です。
午後は、天ヶ瀬吊橋からもみじ谷を通り、白山神社
に立ち寄り再び宇治川沿い道に戻って古跡の宿木、
橋姫、夢浮橋と巡りＪＲ宇治駅にゴールします。
集 合 ： ８：４５（９:00 出発） ＪＲ奈良線・宇治駅
ゴール： １５：００頃 ＪＲ宇治駅
コ ー ス ： ＪＲ宇治駅〜東屋〜椎本〜手習〜浮
舟〜蜻蛉〜早蕨〜宇治上神社〜総角〜大吉
山展望台〜も み
じ谷〜白山神社
〜宿木〜橋姫〜
夢浮橋〜ＪＲ宇治
駅
参加費：会員無料
他協会 ３００円
一 般 ５００円

活動報告

宇治上神社

健脚コース

古刹が点在する鷹峯ウオーク
紫式部の像（千本えんま堂）

特別基地 ２月２５日（水） １４㌔
第1３1 回

北野天満宮梅花祭Ｗ

北野天満宮は学問の神様として知られ、祭神菅
原道真公の命日に当たる２月２５日に開催される
梅花祭は９００年の歴史があります。境内に約５０
種１５００本ある梅が咲き始める頃で、縁日の出店
を巡って、上七軒綺麗どころの野点大茶湯を見物
したり、漂う梅の香りを楽しんで下さい。
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発）
ＪＲ京都駅中央改札口
ゴール： １５：００頃 ＪＲ円町駅
コ ー ス ： ＪＲ京都駅〜鴨川河川敷〜北野天満宮
〜ＪＲ円町駅
参加費： ３００円

１１月２４日（祝・月） 晴れ
参加人数： ３８１名 距離： １２㌔
担
当 ： 第６ブロック （中村リーダー）
３８０名を越す参加者が参集、北野天満宮に向
かいました。休憩後に、お土居遺跡を巡り鷹峯の
三寺を巡りました。観光客と観光バスであふれか
える中、光悦寺の前に到着。入り口の紅葉トンネ
ルに並ぶ人々を横目に見ながら通り過ぎ、続いて
源光庵と常照寺へ。両寺とも、入り口広場が真っ
赤な紅葉で彩られ、それらを眺めながら大宮交通
公園に向かいまし
た。今宮神社、大
徳寺を巡り、地下
鉄・北大路駅にゴ
ール。鷹峯三山の
錦秋パッチワーク
が印象に残った例
会でした。

お土居（長坂口）

（3）第９７号

京都ウオーキングだより

健脚コース

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（日） 晴れ 距離：１０㌔
参加人数： １０３名 （KWA コース参加者）
担
当： 事務局 (野村リーダー)
京都駅前を出発して、高瀬川をさかのぼり、鴨
川河川敷を北に向かいました。出発のころは寒か
ったのですが、鴨川河川敷を歩くころはポカポカ
陽気で、汗をかきました。ゴールの京都府立植物
園では、ＫＷＡブースが設けられ、ウオーキング教
室も開かれました。

特別基地
第１２８回
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東福寺もみじウオーク

日
時： １１月２７日（木） 晴れ
参加人数： ３５７名
距離： １０㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
秋も深まって紅葉見物には最適な日和に多くのご
参加を頂き京都駅を出発し、五条公園で少し早目の
昼食休憩をしました。午後から三十三間堂を通り東
福寺に到着。多くの観光客に混じって鮮やかな紅葉
が広がる臥雲橋からの眺めは素晴らしく、名残の紅
葉を楽しんだウオークでした。

健脚コース

洛北の紅葉を求めて
日
時 ： １１月３０日（日） 晴れ
参加人数： ３３８名 距離： １５㌔
担
当 ： 第６ブロック （中村リーダー）
集合場所の国際会館駅を下りると、赤から黄色
のグラデーションがきれいなフウの木がウオーカー
を迎えてくれました。素晴らしいウオーキングの予
感がしました。ちょっと盛りを過ぎていましたが、曼
殊院や永観堂、
南禅寺、比叡山
から大文字山に
掛けての山肌の
紅葉を楽しみな
がら、快晴の洛
北を巡りました。
永観堂前のにぎわい

初冬の洛西竹林公園ウオーク
日
時 ： １２月１４日（日） 晴れ
参加人数： ２１６名 距離： ２０㌔
担
当 ： 第 1 ブロック （清水リーダー）
よく晴れていましたが寒風の中、震えながら出発
を待ちました。スタートしてすぐ長岡天満宮にお参
りをして、今日のウオーキングの無事を祈りました。
西山公園で列詰め休憩の後、粟生光明寺の前を
通り、遠く愛宕山から北山、比叡山までくっきり見え
る道を行き、大原野神社で昼食休憩を摂りました。
午後はラクセーヌを抜けて小畑川河川敷を通り、
竹林公園で列詰めトイ
レ休憩の後、常緑の竹
林の道を愉しみながら
歩き、ＪＲ向日町駅にゴ
ールしました。
竹林の道にて

特別基地
第１２９回 東寺終い弘法ウオーク
日
時： １２月２１日（日） 晴れ
参加人数： ３４２名 距離： １０㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
京都の師走恒例の東寺終い弘法。好天気の中、京
都駅を元気に出発しました。京都水族館を経て、西寺
跡公園で昼食、体が冷え切らないよう早めに出発し東
寺に向かいました。東寺では、多くの参拝客・出店で
賑わっておりました。帰路は龍谷大学・大宮校舎をな
がめＫＷＡ事務所に無事ゴールしました。年末の慌
ただしさを再認識したウオークでした。

特別協力

龍馬･回天の道Ｗ隊京都にゴール
龍馬が維新回天を成し遂げるべく下関から京都ま
で歩いた道７００㌔を、２４名の強者ウオーカーが、連
続２４日かけて踏破されました。最終日の１２月１５日
には、京都ディリー隊１２７名が樟葉中央公園〜霊山
護国神社のコースを歓迎ウオークしました。ゴールさ
れた本隊メンバーは、龍馬の墓前に無事到着を報
告、互いに偉業をねぎらいあいました。
京都府ウオーキング協会からは、今井幹郎、赤松
治さんが本隊に参加。今井さんの参加レポートを最
終ページに掲載しましたので、ご覧ください。
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龍馬･回天の道 ７００㌔を２４日間で踏破
全行程、２４日間７００㌔の「龍馬・回
天の道」ウオークは、龍馬の足跡をたど
りながら要所要所で、現地の歴史研究
者などから講話を聞き、旧山陽道を可
能な限り忠実にたどるコースでした。各
県Ｗ協会スタッフの懇切、丁寧なガイド
を受けながら、歩行距離は連日３０㌔前
後とかなり厳しいものでした。お天気は
というと、さすが瀬戸内の山陽気候で、
私の住む山陰地方と違い、天気には恵
まれました。コースには、盛りだくさんな
見所があり、圧巻はやはり「萩往還」で

お知らせ

今井幹郎(KWA 会員)

した。日本海に面した萩市から瀬戸内海の三田尻港まで、
約５３㌔の歴史上も重要な参勤交代の「御成道」であったと
ころでした。石畳の残る急坂は、あいにくの小雨でしたが、
滑らぬようスタッフが、用意してくれた荒縄を足に巻いて歩
きました。
今回、２４日間７００㌔のウオ
ークを完歩できたのは、コー
ス設定のほか、宿泊所手配や
伴走バスチャーターなどに加
えて、現地各協会スタッフの
協力があってこその賜物と感
謝しています。
ゴール後、墓前に報告

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

１１月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ４１２ 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１３２回 三十三間堂無料公開ウオーク
日 時： ３月３日（火）
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 64 回 ふれあいウオーキング教室
日 時：
集 合：
教 室：
受講費：
申込先：

３月１８日(水)
９：３０ 集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口
ひと・まち交流館 京都（京都市下京区河原町通正面上る）
１０００円
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７日(土） 京エコロジーセンター見学ウオーク
距離： 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〜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 ６５５名（１２月２５日現在）

あとがき
松竹梅、葉牡丹などを飾る門松や、しめ縄飾りは新
しい年を迎えるにあたり、一年間邪気などが家に入ら
ないよう玄関を清め飾る厳かな日本人の文化です。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６回 京都ツーデーウオーク
第６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。メイン会場は JR
京都駅より徒歩１０分の梅小路公
園です。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、世界でも人気のある古刹や
世界遺産の神社など、名所を巡る
コースを用意しております。
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印刷されてい
る参加申込用紙（払込取扱票）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
郵便局窓口にてお手続きください。
インターネット経由でも申し込み出
来ますので、申込用紙をご覧下さ
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。

■せっかくウオークのご案内： ３月９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（略称 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
午前１１時〜午後６時
土曜・日曜・祝日 午前１0 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３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

山内スポーツ

１３㌔
２０㌔
１６㌔

京都府亀岡市追分町藪ノ下２５番地 11
電話 ０７７１−２２−０９０１

レストラン嵐山 （店舗改装の為休業中）

交通機関 ＪＲ嵯峨野線・亀岡駅から徒歩７分
開所時間
受付
午前９時〜１２時
日曜・祝日 午前１０時〜１２時
早朝スタート可

明智の城下町
七谷川桜公園
和らぎの道・出雲大神宮

京都-12
京都-12

１５㌔
１５㌔
２２㌔

コー ス

コース

定休日水曜日（１２月３１日から１月３日まで休み）

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
午前 8 時〜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

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-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

●ステーションの地図
「トロッコ列車亀岡駅前ふる里の店」は、２０１４年末で閉店いたしました。長らくのご愛顧に
感謝いたします。
ナガオカスポーツウオーク館
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カフェリュン加茂駅前
カフェリュン
加茂駅前

Ｊ
Ｒ加
茂
駅

N

■ 京都・山城国一周ウオーク（３年目・完結編）
◆ＫＷＡ発足２５周年記念行事の「京都・山城国一周ウオー
ク」も、３年目となり完結を迎えます。全行程約１８１㌔です。
◆今年は右図に示す様に、９月には「太陽が丘公園〜黄檗
公園〜法界寺」、１０月には「一言寺〜勧修寺〜南禅寺」、１
１月には「金戒光明寺〜宝が池公園〜上賀茂神社〜妙心
寺」のコースをウオークします。
◆今年の３コースと全９コースの踏破者に記念品を贈呈しま
す。

宝ヶ池

#9

#8

嵐山

■ 亀岡「トロッコ列車亀岡駅前ふる里の店」に代わり
「山内スポーツ」誕生
亀岡のウオーキングステーション「トロッコ列車亀岡駅前ふる里
の店」閉店の後を受けて、１月１日から新しいステーション「山内
スポーツ」がオープンしました。
亀岡市内の小中高校への永年のスポーツ用材の手配はじめ、
地域のスポーツ活動へのかかわりをモットーにしておられます。こ
の度 WST 開設を機にウオーク関係の商品を充実するためウオー
カーの皆さんのご意見を取り入れたいとのことです。
亀岡は光秀
の城下町として
開け、旧跡も多
く自然に恵まれ
た楽しいコース
に満ちていま
す。５月の「光
秀祭」や １０月
の「亀岡祭」は、
とても賑わいま
す。春、七谷川
の桜は見事で
す。(森康一記)
店頭風景

山科

長岡京
宇治

#7
八幡
城陽

京田辺

木津

山城国一周コース図

