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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

ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会

平成２８年度通常総会を開催
日時： ２月２８日（日） １６：００〜１７：１５
会場： 一般財団法人 京都教育文化センター 出席者数：２８５名（内委任状参加２０７名）
本年度総会は、高橋理事の司会で開会しました。
野村会長は、「就任以来、１年が経過、皆さまのご支援に深く感謝いたします。協会設立３０周年
記念事業のワーキンググループを、今年度に発足させます。」などと挨拶されました。
引き続き寺澤副会長から、「平成２７年度活動報告」の議案が提案され、前年度と同様の活動実績
が説明されました。高瀬副会長からは、「平成２７年度会計報告」議案が提案され、ほぼ当初予想に等
しい実績であった事が説明され、参加者からの質疑を経て、２議案共に承認されました。
「例会活動の魅力向上や組織の活性化」を目指した平成２８年度
活動計画が寺澤副会長から報告され、「健全な財務状況への取り組
み」を目指した平成２８年度活動予算が報告されました。
１５年永年功労者表彰では、８名の会員の方々（下欄記載）に野
村会長から感謝状と記念品が贈られました。最後に、福島副会長
の閉会の辞で総会は無事終了しました。
引き続き懇親会が開催され、楽しい語らいに時を過ごしました。
野 村 会 長 の挨 拶

栄 えある受 賞 者 （３名 ）

審 議 中 の会 員

総会議長団

１５年永年功労者の紹介

木村 武子
小林 靖
ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会

木村 宗治
林 功
検

索

木村 富子
坂本 明夫
ホームページもご利用下さい。

高原 一男
中安 康夫
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特別基地

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。

歩育コース ４月２日（土） ６㌔

山科疏水と井筒八ツ橋本舗見学Ｗ
琴の名手八橋検校の遺徳を継承して琴に似せた
焼き菓子、最近は「生八ツ橋」の方が人気ですが、発
祥は米粉で作った焼き菓子でした。春本番、満開の
桜の下、山科疏水をたどり、井筒八ツ橋本舗追分店
で製造ラインの見学とショッピングを楽しみましょう。
また、ここ追分は日本そろばん発祥の地でもあり、２
階に色々なそろばんの展示もあります。
集 合 ： ９：４５（出発１０：００） ＪＲ琵琶湖線山科駅
ゴール： １２：００頃 ＪＲ山科駅
コ ー ス ： ラクト山科公園（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

大坂の陣四百年

４月３日（日） １２㌔ 自由歩行

豊臣家と徳川家 ③

秀頼の首塚と幸村のお墓
今年のシリーズウオークも三回目。慶長２０年（１６
１５）大坂夏の陣で自害した秀頼の首塚のある清凉
寺を訪れます。そのあと、きぬかけの道を進み、真田
幸村の墓所のある龍安寺を通り、妙心寺からＪＲ花園
駅にゴールします。秀頼と真田幸村の無念を偲びな
がら、嵯峨野に咲き誇る桜を楽しみましょう。
集 合 ： ９:４５（１０：００出発）
嵐山中ノ島公園（ＪＲ嵯峨嵐山駅から１０分）
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ花園駅
コ ー ス ： 嵐山中ノ島公園〜渡月橋〜常寂光寺
〜祇王寺〜清凉寺（嵯峨釈迦堂）〜大覚寺〜
広沢池〜
龍安寺〜
妙心寺〜
ＪＲ花園駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
一般５００円

第１４３回

４月１０日(日) １３㌔

京都御所一般公開Ｗ

春の京都御所一般公開の楽しみは、紫宸殿前
の東にある左近の桜や西側の右近の橘、広大な御
苑の北西側にある近衛邸跡にある枝垂れ桜が見
事です。清涼殿には優美な十二単を着た人形や、
襖絵等も展示されています。特設の京土産を売る
出店もあり、春の一日ゆっくり楽しんで頂けます。
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 ＪＲ京都駅
コース： ＪＲ京都
駅〜鴨川河川
敷〜京都御所
（一般公開）〜
堀川遊歩道〜
ＪＲ京都駅
参加費： ３００円
紫宸殿を望む

健脚コース
八ツ橋本舗の前にて（２０１４年）

ファミリーコース
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４月２４日（日） １８㌔

京都南部の三川合流縦断Ｗ
左岸を石清水八幡宮のある男山、右岸を豊臣
秀吉が明智光秀を破った天下分け目の天王山に
挟まれた京都と大阪の府境で、丹波から流れてき
た桂川、琵琶湖から流れてきた宇治川、伊賀から
流れてきた木津川の三川が合流し淀川となってお
ります。木津川と宇治川の合流地点には１．４㌔に
渡りソメイヨシノが植えられた背割堤があります。
この合流地点を縦断し、雄大な自然を心行くまで
楽しみましょう !!
集 合 ： ８:４５（９：００出発） ＪＲ長岡京駅
ゴール： １５：３０ごろ ＪＲ長岡京駅
コ ー ス ： ＪＲ長岡京駅〜宮前橋（桂川）〜与杼
神社（よど）〜淀大橋（宇治川）〜木津川大
橋（木津川）〜淀屋辰五郎旧邸〜さざなみ
公園〜背割堤〜天王山大橋〜ＪＲ長岡京駅
参加費：
会員無料
他 協会
３００円
一般５００円

常寂光寺

三川合流点（航空写真 ＨＰ転載）
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歩育コース

例会の活動報告
ファミリーコース
大坂の陣四百年
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ちょっと早いﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｰ

豊臣家と徳川家 ①

大仏殿と二条城
日
時： ２月１１日（祝・木） 晴れ
参加人数： ６３５名
距離： １４㌔
担
当： 第５ブロック （前田リーダー）
シリーズウオークの初回は、大坂冬の陣開戦の口
実となった方広寺・釣鐘を訪ね、その後、徳川家康
が豊臣秀頼を接見した二条城を巡りました。
梅小路公園では、スタッフが家康などのコスチュ
ームで扮装、「ちょっと早いバレンタインデー・チョコ
レート」を参加者にお渡しました。陽光の下、元気に
出発。西本願寺・唐門をへて、豊国神社から隣接す
る方広寺の釣鐘を訪れました。語り部が述べる釣鐘
事件に皆聞き惚れていました。
午後には二条城を訪ねました。ここでは家康が秀
頼と接見、その利発さに驚き恐れ、豊臣家滅亡を決
した二条城事件
を、再び語り部が
解説しました。
大坂の陣が始ま
った時期の歴史
遺産を巡ったウ
オークでした。

京エコロジーセンター見学Ｗ
日
時 ： ２月１３日（土） 曇り
参加人数： ２１名
距離： ５㌔
担
当 ： 歩育ブロック（西田リーダー）
天気予報では、「雨で大荒れ」であったためか、
参加者も少なく、スタッフ１０名、大人９名、子供２名
でした。伏見稲荷児童公園を出発し、伏見稲荷大
社の千本鳥居を通って奥社にお参りをしました。拝
殿の横にある「おもかる石」を、子供たちが恐る恐る
持ち上げていました。
「京エコロジーセンター」に到着、ボランティアスタ
ッフの方たち
に、館内を案
内していただ
き、エコロジー
に対して再認
識し意義深い
見学でした。
元気な子ども参加者

健脚コース

貴重な近代文化遺産

ラジオ塔遺構ウオーク
方広寺の歴史を語る

特別基地
第１４１回 北野天満宮梅花祭Ｗ
日
時： ２月２５日（木） 晴れ
参加人数： ３０２名
距離： １４㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
京都駅をスタート、鴨川河川敷をへて翔鸞児童
公園に到着し、昼食後に北野天満宮へ向かいまし
た。境内は満開の梅に包まれ甘い香りが漂っていま
した。上七軒のきれいどころの野点は大盛況、受験
シーズンでもあり合格
祈願の人々であふれ
ていました。出店を冷
やかし、お土産を手に
天満宮を出発、ＪＲ円
町駅にゴールしまし
た。
野点の宴（北野天満宮）

日
時： ２月２８日（日） 晴れ
参加人数： ２５０名
距離： ２０㌔
担
当： 第５ブロック （前田リーダー）
北野天満宮お旅所を出発、小松原公園、続いて
橘公園のラジオ塔を見学、１１時には船岡山公園に
到着しました。昼食後、全員がラジオ塔前の広場に
集合、船岡山ラジオ体操クラブ・飯田会長から歓迎
のあいさつを受けました。毎日６０名を超すクラブ会
員さんが、朝６：３０からラジオ体操を続けておられる
との事です。その後、復興された放送装置を用いて
全員でラジオ体操（第１・第２）をしました。体操で元
気を一杯もらい
午後のラジオ塔
見学（紫野柳公
園、萩公園、円
山公園）を経て、
御射山公園にゴ
ールしました。
全員でラジオ体操（船岡山公園）
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活動報告 健脚コース

皇后杯全国都道府県対抗

女子駅伝応援Ｗ

日
時： １月１７日（日） 晴れ
参加人数： ２１９名
距離： ２１㌔
担
当： 第４ブロック （楡井リーダー）
出発式の後、跨線橋まで団体歩行の後自由歩行となり、参加
の皆さんが競うように歩いていかれました。船岡山では、東山を
眺めながら多くのウオーカーが陽光の下、昼食を楽しまれていま
した。第一中継所の平野神社前では、郷土の都道府県名が印
刷されたゼッケンを背に、たすきリレーを見守っていました。
駅伝の復路２１キロを歩ききってゴールした後は、寒風の吹くス
タンドで次々と帰ってくるランナーに熱い声援を送りました。 終
始トップを走ってきた期待の京都は、声援むなしくゴール前で

お知らせ

３人に抜かれ結局４位という残念な
結果になってしまいました。でも、み
んなよく頑張ってくれました。

故郷ゼッケンつけて応援（平野神社前）

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

１月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数：４８２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１４４回 葵祭観賞ウオーク
日 時 ： ５月１５日(日)
集 合 ： ８：４５
距 離 ： １３㌔
参加費： ３００円

集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側）

第７１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：

５月 1８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
天ケ瀬ダム見学ウオーク
日 時 ： ６月１８日(土)
距 離 ： ９㌔
集 合 ： ９：４５
集合場所： ＪＲ奈良線宇治駅
コ ー ス ： ＪＲ宇治駅〜天ケ瀬ダム〜ＪＲ宇治駅
参加費： 300 円
弁当持参
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 ５２５名
（２月２２日現在）

あとがき
椿の尼門跡として有名な霊鑑寺は谷の御所とも呼ばれ、
樹齢４００年と言われる日光椿は京都市の天然記念物にも指
定されています。境内には３０種類以上の椿があり３月２６日
から公開されます。 ≪編集 阿部・中川・西田・秦・花満≫

