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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下さい

大坂の陣四百年

豊臣家と徳川家…

３回シリーズウオーク

ＫＷＡ恒例のテーマシリーズ例会、今年はＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」に連動し、「大坂の陣四百年 豊臣
家と徳川家」を取り上げます。秀吉の後を継いだ豊臣秀頼と、天下の覇を狙う徳川家康との戦いが、京都と
大阪を舞台に繰り広げられました。淀君、千姫、真田幸村などを交えた人物模様と、天下の雌雄が決した大
坂の陣（冬の陣、夏の陣）が織りなす大歴史ドラマです。
二条城で秀頼と会見した家康は打倒豊臣家を決意し、冬の陣開戦の口実を「方広寺釣鐘の銘文」に仕掛
けました。シリーズ初回（２月）では、この方広寺と大仏殿跡などを訪ねます。徳川家ゆかりの「二条城」等も
巡り、「ちょっと早いバレンタインデー」として先着５００名様にチョコレートを進呈します。
３月には「大坂の陣」のお膝元、大阪城周辺を訪ねます。冬の陣で真田幸村らが大軍の徳川勢を撃退で
きた出城・「真田丸」が存したと言われる、真田山公園～三光神社、戦勝を祈願した鎌八幡を訪ねます。
最終回（４月）は京都に戻り、戦国時代、最後の戦
いに散っていった豊臣秀頼と真田幸村が眠る地を訪
ねます。近年、大坂城三の丸跡発掘で見つかった秀
頼の頭蓋骨を弔った「秀頼首塚（清凉寺）」、並びに
幸村の墓が存する「龍安寺」を巡ります。
シリーズ三例会を完歩された方には、特製バッジを
進呈いたします。
大河ドラマの進行を見ながら、ウオーク例会で追体
験をしてみませんか？ 奮っての参加をお待ちして
おります。
真田幸村像（大阪・三光神社）

特別例会

第７回

大坂冬の陣の口実となった
方広寺の釣鐘

「歩くまち・京都」

京都ツーデーウオーク

日 時： ３月５日（土）～６日(日) 雨天決行 会場： 梅小路公園（ＪＲ京都駅徒歩１０分）
コース： １日目 洛中社寺仏閣コース ２日目 伏見酒蔵・千本鳥居コース 両日とも３０、２０、１０㌔
参加費： 事前申込 １５００円 当日 ２０００円 （中学生以下無料）
★事前申込みは２月２２日(月)で締切ります。当日参加は会場で受付ます（2000 円）。
早春の静かなしっとりとした季節の京都は魅力いっぱいです。雅な古都を楽しんでいただきます。

ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会

検

索

ホームページもご利用下さい。
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平日コース

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。

特別基地 ３月３日（木）

１０㌔

第 142 回 三十三間堂無料公開Ｗ
三の字が重なる「三月三日桃の節句に三十三間
堂」で行われる春桃会では多くの国宝の拝観や、こ
の日限定の女性だけの桃のお守りが用意されます。
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発）
ＪＲ京都駅中央改札口前広場
ゴール： １５：００頃 KWA 事務所
コ ー ス ： ＪＲ京都駅～東寺～新熊野神社～
三十三間堂（無料公開）～ＪＲ京都駅
参加費： ３００円
ファミリーコース
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３月１３日（日） １３㌔ 自由歩行

豊臣家と徳川家 ②
[真田幸村の戦い]

大坂の陣四百年

「大坂の陣」のお膝元、大阪城周辺を訪ねます。
冬の陣で真田幸村らが徳川勢を撃退できた出城・
「真田丸」が建っていたと言われる、真田山公園～三
光神社、戦勝を祈願した鎌八幡などを訪ねます。真
田幸村活躍の足跡を巡ります。
集 合 ： ９：４５（１０：００出発） 天王寺公園
（ＪＲ天王寺駅より徒歩５分）
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ大阪城公園駅
コ ー ス ： 天王寺公園～一心寺～安居神社～口
縄坂～生國魂神社～高津神社～真田山公園
～円珠庵(鎌八幡)～心眼寺～三光神社～玉
造稲荷神社～豊国神社～大阪城～ＪＲ大阪城
公園駅
参加費： 会員無料 他協会３００円 一般５００円
お知らせ 健脚コース ２月２８日(日) ２０㌔

貴重な近代化遺産

ラジオ塔遺構Ｗ

集合： ８：４５（９：００出発）
北野天満宮御旅所（最寄ＪＲ円町駅）
６年前に実施したラジオ塔遺構ウオークは多くの
関心を呼び、アンコールの声が寄せられていまし
た。奇しくも昨年の４月には船岡山公園のラジオ塔
が、「船岡山ラジオ体操クラブ」の長年の努力が実り
ラジオとスピーカが格納され、完全復活しました。
例会では船岡山公園ラジオ塔の下で、お昼のラ
ジオ体操を体験しましょう。

３月１７日（木）

１２㌔

京の七野めぐりウオーク
平安京の時代、北西部に洛北七野と呼ばれる野
がありました。この七野を巡り１２００年前のタイムトリ
ップを楽しみましょう。ＪＲ二条駅をスタート、「内
野」、貴族たちが紫草を探した「紫野」、御猟・遊覧
の地「上野」、埋葬地の「蓮台野」、衣笠山を真横に
みる「柏野」、平野神社一帯の「平野」、北野天満宮
一体の「北野」を巡ります。
集 合：９：４５（１０：００出発） ＪＲ嵯峨野線二条駅
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ円町駅
コ ー ス ： ＪＲ二条駅～大極殿跡(内野)～檪谷七野
神社～大徳寺(紫野)～今宮神社(上野)～ 船
岡山～上品蓮台寺(蓮台野)～柏野小学校(柏
野)～平野神社(平野)～北野天満宮(北野)～
ＪＲ円町駅
参加費：
会員無料
他 協会 ３００円
一 般 ５００円
櫟谷七野（いちいだにななの）神社

健脚コース

３月２７日（日） １５㌔

桜・桜・桜 満開

恒例のお花見Ｗ

京都自慢の桜の名所をウオークします。疏水に
掛かる安朱橋では、菜の花と桜のコントラストが素
晴らしいです。毘沙門堂門跡の樹齢１５０年を越え
る枝垂桜、インクラインの桜、岡崎公園、高瀬川の
桜。どこも素晴らしい桜が楽しめます。満開の京都
の桜を巡って、春の喜びを満喫しましょう。
集 合 ： ８:４５分（９：００出発）
ラクト山科公園（最寄り ＪＲ山科駅）
ゴール： １５：３０ごろ ＪＲ京都駅
コ ー ス ： ラクト山科公園～毘沙門堂～琵琶湖
疏水～日向大神宮～岡崎公園～宮川町～五
条大橋～高
瀬川～ＪＲ京
都駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
一般５００円
琵琶湖疏水
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特別例会

例会の活動報告
ファミリーコース

納会ウオーク

初冬の洛北ウオーク
日
時： １２月２３日（祝・水） 曇り
参加人数： ３５２名
距離： １３㌔
担
当： 第２ブロック （寺澤リーダー）
野村会長から今年の感謝をこめた挨拶の後、スタ
ートしました。最初のトイレ休憩の赤山禅院では、本
堂の屋根に来年の干支の猿が、鬼門除けでにらみ
を効かせていました。修学院離宮前、曼殊院、詩仙
堂、一乗寺下り松と巡り、上終公園で昼食休憩。
午後は白川疏水、吉田山の麓を巡って、金戒光
明寺前から平安神宮を経て、丸太町通りに進み、京
都御苑の堺町御門
前にゴール。
幸せな気分で、今
年最後のウオークを
楽しみました。
曼殊院前

平日コース 第１０回 丹波七福神ウオーク
日
時： １月７日（木） 曇り
参加人数： ２４２名
距離： １５㌔
担
当： 平日ブロック （森リーダー）
府下北部ということで冷えこみましたが、一番目
の毘沙門天（神応寺）から、最後の福禄寿（東光寺）
まで順に七ヶ寺を巡り、七福神のご利益を頂くことが
出来ました。
特別基地 第 140 回 泉涌寺七福神Ｗ
日
時： １月１１日（祝・月） 晴れ
参加人数： ４１９名 距離： １０㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
ＫＷＡ恒例の新春七福神めぐりウオークの第３弾で
泉涌寺境内にある七福神を順に巡りました。福笹を片
手に商売繁盛や家内安全を祈りながら参拝、今年は幸
の多いことを確信したウオークでした。

弁財天にて（丹波七福神）
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毘沙門天にて（泉涌寺七福神）

第 23 回初詣新春古都の道Ｗ
日
時 ： １月２日（金） 晴れ
参加人数： ８４５名 距離： １４㌔
担
当 ： 事務局 （寺澤リーダー）
陽光が降り注ぐ梅小路公園に、関西のみならず
国内各地から８００名を越すウオーカーが参集され
ました。野村会長から、新春のご挨拶と新年度の抱
負が語られ元気に出発。
三十三間堂から豊国神社を詣で、清水坂を登る
と周りは、寿ぎを求める参拝客で溢れていました。
初詣の定番・八坂神社に至り、平安神宮では、本殿
前に長蛇の参拝待ちが出来ていました。黒谷さん
から吉田神社に至る坂道では、昨年道路凍結で大
勢のスリップ者がでた悪夢が思いうかびました。
一路鴨川河川敷を南下、三条大橋たもとのゴー
ル点に到着、福引き抽選を楽しみました。１０年間、
毎年参加され
てきた古河啓
子さん（伏見
区）に、ウオー
キングシュー
ズが見事に当
選しました。
豊国神社で初詣

ファミリーコース

第６回西大路七福社

ご利益めぐりウオーク
日
時： １月９日（土） 晴れ
参加人数： ３１７名
距離： １５㌔
担
当： 第４ブロック （楡井リーダー）
最初の“知恵と能力開発の吉祥院天満宮”で神主さ
んのお祓いを受け、神聖な気持ちでスタートしました。
“開運、出世の若一神社”、“病気平癒、厄除の
西院春日神社”を経て、“方除、厄除の大将軍八神
社”、“開運、良縁の平野神社”、“安産、縁結びの
わら天神宮”、“延
命長寿、病気平癒
の熊野神社衣笠
分社”を巡って無
事ゴールしまし
た。御朱印巡りの
参加者も大満足
の様子でした。
参加者の祈祷（吉祥院天満宮）
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第 28 期定時総会のお知らせ

◆ 定時総会
日時： ２月２８日（日）
１６：００～
場所： 京 都 教 育 文 化
センター ３０１号室
京都市左京区聖護院
川原町４－１３
電話： ０７５-７７１-４２２１

お知らせ

◆懇親会 （会員限定）
日時： ２月２８日（日）総会終了後
（１７：００予定）
場所： 総会終了後同じ場所
会費: ３０００円 飲み食べ放題
参加希望の方は事務局まで事前に申込
下さい。

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

１２月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ２２５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 143 回 京都御所一般公開ウオーク
日 時 ： ４月１０日(日) 開催日が決まりました
集 合 ： ９：４５ 集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側）
距 離 ： １３㌔
参加費： ３００円
第７０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 1６日(水)
９：３０ 集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場
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
山科疏水と井筒八ツ橋本舗見学ウオーク
日 時 ： ４月２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～井筒八ツ橋本舗追分店～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、
ＫＷＡ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 ５１６名 （１月２２日現在）

あとがき
醍醐寺の五大力尊仁王会は、醍醐寺の開山以来１１００年
以上続く行事です。２月２３日に金堂前の特設舞台で、女性
は９０㎏、男性は１５０㎏の紅白の鏡餅を持ち上げて、持続時
間が競われます。 ≪編集 阿部・中川･西田・秦・花満≫

