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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 （Kyoto Walking Association）
〒600-8148 京都市下京区東洞院通七条上ル飴屋町２４９番地 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 野村 忠明
メール連絡は、上記ホームページからアクセスして下さい

特別例会

琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク

&

第 23 回 京都五山送り火ウオーク
夏の夜空にくっきりと浮かび上がる五山の送り火は、祇園祭と並び京の夏を彩る風物詩として有名で
す。送り火の起源は、五山それぞれ確かな事は判りませんが、いずれも地元の人々とボランティアで数百
年という歴史が受け継がれている行事です。「大文字」、「妙・法」、「船形」、「左大文字」、「鳥居形」と順
次点火されます。点火の前に五山の麓をめぐりゴールの河川敷で、２０：００からの点火を待ちましょう。
特別例会 ８月１５日（土） 琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク
１３㌔ 団体歩行
集 合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ琵琶湖線山科駅
ゴール： １５：００頃 出町柳鴨川公園（京阪・出町柳駅）
コ ー ス： ＪＲ山科駅～ラクト山科公園～琵琶湖疏水～永興寺前広場～日ノ岡第１１号橋～田辺朔郎
博士の像～南禅寺～岡崎公園～吉田山展望台（火床観望）～出町柳鴨川公園（京阪・出町柳駅）
参 加費： 事前申込５００円 当日申込７００円 (コース地図、飲み物、傷害保険) 中学生以下無料
鴨川納涼床 ８月１５日（土） １６：００～１８：００ 先着５０名 参加費： ６５００円（飲み物、料理）
納涼床は、15 と 16 両日を事前予約された方のみ予約できます。
特別例会 ８月１６日（日） 第２３回京都五山送り火ウオーク 京都―07 自由歩行
受付開始： １１：００
出発式： １１：３０
集 合 場 所： 嵐山中ノ島公園（阪急嵐山駅より徒歩５分 ＪＲ嵯峨嵐山駅より徒歩１３分）
ゴ ー ル： １５：００～１８：００ 出町柳鴨川河川敷 最寄駅： 京阪・出町柳駅
コ ー ス： ＜２５㌔＞嵐山中ノ島公園～嵯峨野～仁和寺～船岡山～今宮神社～上賀茂神社
～深泥池～高野橋～出町柳鴨川河川敷
＜１７㌔＞嵐山中ノ島公園～嵯峨野～仁和寺～船岡山～北大路通り～賀茂川～
出町柳鴨川河川敷
★両コースとも船岡山でドリンクサービス 開設１３：００～１５：００
★両コースともＪＲふれあいハイキングの対象
★ゴール後に豪華景品が当たる抽選会
参 加 費： 事前申込１０００円 当日申込１２００円(参加賞、バッジ、コース地図、飲み物、傷害保険)
中学生以下は無料）
２日間事前申込： １５００円（但し NPO 法人京都府ウオーキング協会会員は１３００円） 中学生以下無料

渡 月 橋 を行 く (２０１３年 )

田 辺 朔 郎 博 士 の像
ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会

検

索

昼 食 に憩 う (２０１３年 )

ホームページもご利用下さい。
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歩育コース

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

６月７日（日） １２㌔

廃線Ｗ 愛宕山鉄道跡を訪ねて
昭和４年に、嵐山駅と愛宕駅の間を、平坦線とケー
ブル線で結ぶ鉄道が開通、多くの観光客に親しまれま
したが、昭和１９年に廃止されました。今も残っている鉄
道遺構を訪ねるウオークで、６年前に当協会で実施し
好評でした。お忘れ無くライトを持参下さい。
集 合： ９：４５（１０：００出発） 嵐山中ノ島公園
(最寄り駅：ＪＲ嵯峨嵐山駅 阪急・嵐山駅)
ゴ ー ル： １４：３０頃 ＪＲ嵯峨嵐山駅
コ ー ス： 中ノ島公園～嵯峨西駅跡～釈迦堂駅跡
～車庫跡～愛宕山鉄道跡(平坦線)～鳥居本駅
跡～試峠～清滝駅跡～清滝川駅跡～愛宕山鉄
道跡(鋼索線)～清滝トンネル～愛宕念仏寺～あ
だし野念仏寺～二尊
院～野宮神社～ＪＲ嵯
峨嵐山駅
参加費： 会員無料
他協会３００円
一 般 ５００円

健脚コース
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６月２０日（土） ７㌔

天ヶ瀬ダム見学ウオーク
天ヶ瀬ダムは「洪水を防ぐ」、「電気を作る」、「飲
み水を供給する」の３つの目的で、１９６４年に完成
した高さ７３．０メートルのアーチ式コンクリートダム
です。平等院も近いので、ダム湖は「鳳凰湖」と呼
ばれ京セラドーム１７杯分２０００万トンの貯水量が
あります。運がよければ、ダイナミックな放水が見ら
れるかもしれませんね。
集 合 ： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ奈良線宇治駅
ゴール： １４：００頃 ＪＲ宇治駅
コ ー ス ： ＪＲ宇治
駅～天ヶ瀬ダム
～ＪＲ宇治駅
参加費：
３００円
*お弁当持参
天ヶ瀬ダム

発刊１００号を迎えて
線路跡と踏石

６月２１日（日） ２３㌔

４月号で本紙は発刊１００号を迎えました。９年間
の進化を振り返り、初代編集長の祝辞と、創刊号の
トップページをご紹介します。

戦国三武将ゆかりの地を歩く

祝辞「継続は力なり」 初代編集長 櫻井昭平

それぞれの性格を現した「鳴かぬなら・・・」で始ま
る３つの句で有名な天下を我が物にした三武将（織
田信長、豊臣秀吉、徳川家康）ゆかりの、京都史跡を
廻ります。西本願寺、東本願寺、豊国神社、知恩院、
阿弥陀寺、建勲神社など、栄華を誇った三武将の雄
姿を思い浮かべながらウオークしましょう。
集 合： ８：４５（9：00 出発）ＪＲ京都駅中央改札口
ゴール： １５：００頃
コ ー ス： JR京都駅～西本願寺(豊臣秀吉)～東本
願寺(徳川家康)～豊国神社(豊臣秀吉)～知恩院
(徳川家康)～二条城(徳川家康)～旧二条城跡
(織田信長)～京都御苑～阿弥陀寺(織田信長)～
大徳寺(織田信長･豊臣秀吉)～建勲神社(織田信

「京都ウオーキングだより」が１００号となったこと
に対して、“ありがとう”と、“おめでとう”の言葉を贈
ります。当協会が新事務所で活動を展開していくこ
とになった機会をとらえ、「ホームページの開設と会
報の 発行をやって
いこう」、ということで
始まったのが、９年
前な ん で す ね 。 創
刊にたずさわった者
として感慨深いもの
があります。読みや
すく、楽しく、会員が
登場するコーナ ー
が親しみやすく、
「便り」としてよく機能
していると思いま
す。継続は力なり、
これからもよろしくお
願いします。

長)～北野神社(豊臣
秀吉)～JR円町駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
一 般 ５００円

二条城

創刊号の第１ページ
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例会の活動報告

歩育コース

伊丹スカイパークへ行こう

ファミリーコース

京に咲いた女たち③ 八重の桜
日
時： ４月５日（日） 雨
参加人数： １７６名
距 離：１２㌔
担
当： 第６ブロック （中村リーダー）
小雨模様の中、ＪＲ二条駅東側の軒下で出発式を
行い、二条城の周囲を回って京都府庁に向かいまし
た。府庁では、幕末の会津藩京都守護職の松平容
保に因んで名付けられた“容保桜”は、生憎ほとんど
散っておりましたが、府庁内にある他品種の桜が満
開で、春を楽しみました。御苑を通り抜けて平安神宮
に着き、雨も小降りになり昼食をとりました。
午後、強くなった雨の中、南禅寺を通り、知恩院
を経て円山公園に到着。小雨にかすむ枝垂れ桜を
眺め、都をどりで賑わう花見小路を通ってＪＲ京都駅
にゴールしました。
ぱっと咲いて
ぱっと散る切な
さと、小雨にか
すむ桜を味わっ
たウオークとなり
ました。
枝垂れ桜（円山公園）

特別基地
第１３３回
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京都御所無料拝観Ｗ

日
時： ４月７日（火） 曇り
参加人数： ２０１名
距離： １３㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
桜が見ごろを迎えた京都は、この時期どこも観光
客でいっぱいです。京都駅を出発して五条児童公園
から木屋町を通り、鴨川河川敷を歩いて御所に着き
ました。昼食の後は自由に拝観する時間があり、宜
秋門から入り紫宸殿、清涼殿を巡り、御常御殿では
十二単を着た人形なども飾られていました。
午後からは下立
売通から桜が綺麗な
堀川遊歩道を歩きま
した。ゴールの KWA
事務所では皆さんに
ドリンクが配られまし
た。
酢屋を訪ねる
承明門から紫宸殿を眺める

日
時 ： ４月１１日（土） 曇り
参 加 人 数 ： ４８名
距 離： ６㌔
担
当 ： 歩育 （西田リーダー）
ＪＲ伊丹駅を出発し、桜並木の花絨毯を踏みしめ
春を惜しみながら、弥生時代の田能遺跡に向かい
ました。遺跡ではガイドさんの説明を聞き、復元さ
れた竪穴式住居を見学し古代にタイムスリップしま
した。その後、滑走路に沿って作られた伊丹スカイ
パークに到着し、大小様々な飛行機の離発着を楽
しみ、冷たい風にも負けず爆音の下で昼食を取った
後、 ＪＲ伊丹駅にゴール
しました。
「遺跡・古代」と「飛行
機・現代」の対照的な風
情を楽しんだウオークで
した。

飛行機に喜ぶ子供達

健脚コース

風薫る宇治と木津川を訪ねて
日
時： ４月１９日（日） 雨のち曇り
参加人数： ９０名
距 離： １９㌔
担
当： 第６ブロック （中村リーダー）
小雨の中、宇治駅を出発、太陽が丘への長くてゆ
るい登りでは合羽の下にジワッと汗がにじんできまし
た。色とりどりのチューリップの咲く宇治市植物公園で
休憩後、名木川散策路を通るころは雨も上がりまし
た。大久保を過ぎて、木津川の堤防の道を風を切っ
て進み流れ橋の残骸を遠くに眺めながら、対岸に渡
って四季彩館でお弁当をいただきました。
午後は薄日もさしてきて暑くなり八重桜の咲く大谷
川の横を通って、松花堂公園で休憩後、東高野街道
を進み、ひしゃげたプロペラが飾られている飛行神社
に参り、京阪・八幡市駅にゴールしました。雨の予想
が良いほうに外れて愉しいウオークになりました。
ハナミズキが満開

西洋カラシナが満開
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私のウオーク人生
堀内 美晶さん

みんなの広場
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（滋賀県・大津市）

千日詣の３コース完全踏破」等の長距離例会に
若いころ東海自然歩道や六甲連山の山歩
好んで参加、楽しく完歩しました。
きにアタックしておりました。その後、「全国自
枚岡から奈良街道に抜ける暗峠の急坂に苦労
然歩道を歩こう会」に参加したのがウオークと
の出会いです。それを期に近畿マーチングリ
したり、焼杉山から大
ーグや京都ツーデー、各協会の例会等に参
原の里へのコースで、
加し、年間参加回数５０回以上、年間距離数 (78) 道に迷い必死で下山
１０００㌔を、５年間継続しました。
した苦労が思いうかび
心に残ったウオークは、２０世紀から２１世
ます。
紀へとカウントダウンを迎える「京都ナイトウオ
完歩していないコー
ーク特別大会」に参加、北野天満宮付近で２
スもまだまだ多く、生涯
１世紀を迎えたことです。その時のバッジは
明るく楽しく元気で歩
世紀の宝物です。ＫＷＡ例会で最長の「サイ
き続けたいと思ってい
クリングロード４５㌔」を完歩し、７月の「愛宕山
ます。

お知らせ

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

３月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ３８５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１３５回 祇園祭前祭観賞ウオーク
日
時： ７月１７日（金） 集合：８：４５ 集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口 距離： １０㌔
参 加 費： ３００円
第６５回 ふれあいウオーキング教室
日 時： ５月２０日(水)
集 合 ： ９：３０
集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口・駅前広場
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）
申込先： NPO 法人京都府ウオーキング協会
受講費： １０００円
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
京都府警察本部見学ウオーク
日 時： ８月４日(火)
集 合 ： ８：４５ 集合場所： ＪＲ嵯峨野線二条駅 距離： ５㌔
コ ー ス： ＪＲ二条駅～二条公園～堀川遊歩道～京都府警察本部～地下鉄・丸太町駅
参加費： ３００円
＊事前予約が必要です。 只今予約受付中。
会員限定

ゆけむり５００選パート⑨ 6 月１０日（水）～１１日（木）
北陸の名湯 和倉温泉バスウオーク 参加者募集中。残りわずかです。

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 ６０２名 （４月２５日現在）

あとがき
５月の第３日曜に嵐山の渡月橋上流で、車折神社の三船祭
りが行われます。平安時代の船遊びが再現され、龍頭船や管
弦船などの船が出て、扇流しや舞が優雅な船の上で披露され
ます。
≪編集 阿部・中川・西田・秦・花満≫

