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発行者 野村 忠明
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大政奉還１５０年 …

３回シリーズウオーク

ＫＷＡ恒例のテーマシリーズ例会です。２６５年間続いた武家幕藩体制が終り新しい国づくりへの転換期と
なった１８６７年（慶応３）の「大政奉還」から、今年はちょうど１５０年という節目の年になります。
第１５代将軍徳川慶喜が大政奉還を奏上した後、将軍職を辞官、領地を返上し新政府軍と旧幕府軍が戦
った戊辰（ぼしん）戦争に関わる幕末の激動の史跡を３回に分けて訪ねます。
シリーズ初回（２月）では、「大政奉還奏上」と題して大政奉還を４０藩の重臣に諮問した場「二条城」、慶喜
が滞在した「若州小浜藩邸跡」、松平容保が任じられた京都守護職の屋敷があった「京都府庁」、会津藩が
駐在していた「金戒光明寺」を訪ねます。「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「王政復古の大号令」と題して、大政奉還後も実質上続いていた幕府支配を覆すべくクーデター
を計画主導した岩倉具視に関わる史跡の「岩倉具視幽棲旧宅」と「実相院」を訪ねます。
４月には「鳥羽・伏見の戦い」の題目で、新政府軍と旧幕府軍の戦い「戊辰戦争」に関わる「不動堂村屯所
跡」、「鳥羽街道」、「鳥羽伏見戦址」、「淀城跡」を訪ねます。
史跡を巡り、激動の幕末の歴史を体験しましょう。 奮っての参加をお待ちしております。
シリーズ三例会を完歩された方には、記念バッジを進呈いたします。

岩倉具視幽棲旧宅

二条城

特別例会

第８回

「歩くまち・京都」

鳥羽伏見戦跡碑

記念バッジの
デザイン図（参考）

参加者募集中

京都ツーデーウオーク

日 時 ： ３月４日（土）～５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 東山・北山コース
２日目 仁和寺・洛西コース
両日とも３０、２０、１０㌔
参加費： 事前申込 １８００円 当日 ２３００円 （中学生以下無料）
★事前申込みは２月２０日(月)で締切ります。当日参加は会場で受付ます（2300 円）。
■せっかくウオーク ３月６日（月） 世界遺産の宇治・源氏物語を訪ねるみち
集合： ９：３０ ＪＲ奈良線宇治駅 参加費： ５００円
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。

ファミリーコース（自由歩行）
３月１１日(土)
１３㌔
大政奉還１５０年 ②
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王政復古の大号令

大政奉還後も延々と続く幕府による実質政権支配
を終わらせるべく、岩倉具視らが主導し、薩摩・長州
の勢力と連携し、２ヶ月後に「王政復古の大号令」を
発するに至りました。岩倉具視が、えん罪で幽閉され
ていた屋敷を訪ねます。
集 合 ： ９：４５（１０：００出発）
地下鉄・国際会館駅
ゴール： １４：３０頃 地下鉄北山駅
コ ー ス ： 地下鉄・国際会館駅～三宅八幡宮～岩
倉具視幽棲旧宅～実相院～京都精華大学～
木野～原峠～柊野別れ～上賀茂神社～地下
鉄・北山駅
参加費： 会員無料 他協会３００円 一般５００円
地下鉄発・京都エリアW 京都あるく 第３弾

ちょっと早めのお花見(桜)Ｗ
早春の息吹が感じられ、咲きほこる河津桜を期
待して八幡市周辺の三川流域をウオークします。
ＪＲ長岡京駅を出発後、勝竜寺城跡から、宮前橋
で桂川を横断。与杼(よど）神社、淀城跡公園を経
て、淀水路沿いに咲く河津桜を楽しみましょう。
その後、宇治川を越え背割りの堤を訪ねます。
一か月後には桜並木が満開となる姿を想いなが
ら、京阪・八幡市駅にゴールします。
集 合：９：４５（１０：００出発） ＪＲ京都線・長岡京駅
ゴール： １４：３０頃 京阪・八幡市駅
コ ー ス ： ＪＲ長岡京駅～勝竜寺城跡～与杼神社
～淀城跡公園～木津釈迦堂～淀水路～御幸
橋～飛行神社～さざなみ公園～京阪・八幡市
駅
参加費：
会員無料
他 協 会３００円
一 般 ５００円

ぐるっと山科

距離：１５㌔ 雨天決行
日
時 ： ３月１８日（土） 受付開始： ９：００
集 合 ： 安朱小学校 ９：４５（１０：００出発）
地下鉄東西線山科駅 １番出口より徒歩５分
コ ー ス ： 安朱小～毘沙門堂～大石神社～随
心院～朱雀天皇陵～醍醐寺～地下鉄・醍醐駅
参 加 費 ： ２００円（中学生以下無料）
先着５００名様に記念バッジ進呈
完歩された方を対象に完歩抽選会実施
健脚+ファミリ完歩

平成２８年の各例会を
見事完歩された方々の名簿
（敬称略）
ファミリー完歩
健脚完歩
岩佐 輝彦
大中 弘文
大西 政巳
菖蒲 修治
川本 正治
清水 洋司
竹中 明
橋本 弘子
長谷川 隆

石崎
岩﨑
笠井
久保
杉山
田中
西岡
八田
古谷
山村

勉
昇
和子
鎭雄
義治
清子
節子
美智子
ユリ子
英治

浅野
芦田
池内
依田
岩田
大橋
中川
野村
野村
早井
古嶋

進
孝男
光弘
民也
良雄
達夫
彰
祉郎
忠明
義隆
久實

森 康一
山下 哲生
米村 正志
吉尾 千栄子
和田 孝

３月１６日（木） １３㌔

河津桜（淀水路）

健脚コース

３月２６日（日） １９㌔

新流れ橋 お花見ウオーク
過去ウオーキングの年間スケジュールに、幾度
も計画されてきましたが、その度に流されて迂回コ
ースを通り遠くから眺めていた「流れ橋」です。昨
年修復が完成して期待が高まります。時代劇映画
の一シーンには必ず登場していた流れ橋を、「自
ら旅がらすになった姿」を思い描きながら、渡って
みませんか？
集 合 ： ８：４５（９時出発）ＪＲ奈良線宇治駅
ゴ ー ル ： １５時頃 京阪・八幡市駅
コ ー ス ： ＪＲ宇治駅～太陽が丘運動公園～宇治
市植物公園～名木川散策路～流れ橋～四季
彩館～大谷川
～松花堂昭乗
広場～飛行神
社～京阪・八
幡市駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
一般 ５００円
新設なったながれ橋
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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

京の七口シリーズ① 五条口
日
時 ： １２月２５日（日） 晴れ
参加人数： ４７４名 距離： １３㌔
担
当 ： 第３ブロック （高橋リーダー）
シリーズウオークのひとつで、今回は「五条口」
に関わる史跡を訪ねました。約５００名のウオーカ
ーが集まり、スタッフ一同うれしい悲鳴をあげまし
た。ＪＲ京都駅を出発し、五条公園で語り部から歴
史秘話を聞きその
後、伏水街道を南下
し、ＪＲ桃山駅に無事
ゴールしました。
五条大橋を渡る

ファミリーコース

第７回西大路七福社

ご利益めぐりＷ

日
時 ： １月７日（土） 晴れ
参加人数： ３４３名
距離： １５㌔
担
当 ： 第５ブロック （前田リーダー）
例年とは逆回りコースにして、ＪＲ円町駅から北に向
かい延命長寿の熊野神社衣笠分社から、わら天神社
（安産）、平野神社（開運）、大将軍八神社（建築方
除）、春日神社（厄除け）、若一神社（開運）、吉祥院天
満宮（知恵・学問）を訪ねました。去年までと違った景
色を楽しみながら、ご利益を頂きました。
特別基地 第 150 回 泉涌寺七福神Ｗ
日
時： １月９日（祝・月） 晴れ
参加人数： ２７８名 距離： １０㌔
担
当： 特別基地 （福島リーダー）
新善光寺でぜんざい、戒光寺で小豆粥を頂き、冷えた
身体を温め、心霊スポット「泉涌寺本堂の鬼瓦の光る目」
を見、良い年になると納得できたウオークでした。

吉祥院天満宮（西大路）

吉祥院天満宮（西大路）
吉祥院天満宮（西大路）
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愛染明王（泉涌寺）

第２４回初詣新春古都の道Ｗ
日
時 ： １月２日（月） 晴れ
参加人数： ７５６名 距離： １４㌔
担
当 ： 事務局 （寺澤リーダー）
さんさんと陽光が降り注ぐ梅小路公園に、全国か
ら多くのウオーカーが参集、お互いに新年の挨拶を
交わしておりました。出発式では、野村ＫＷＡ会長
の新年挨拶に引き続き、平成２８年の例会完歩賞を
獲得された方々に表彰状と記念品が贈られました。
出発後、三十三間堂、豊国神社を詣で、清水寺
に至りました。八坂神社を詣で、円山公園に到着。
沢山の屋台と温かな陽に誘われ、思い思いに昼食
を楽しんでいました。知恩院を経て平安神宮に至
り、長蛇の列を物ともせずに参拝しました。一路コー
スを北進、吉田神社を詣でました。その後、鴨川河
川敷コースに入りゴールまで一気に南下しました。
ゴールではウオ
ーキングシュー
ズが当たる豪華
抽選があり、そ
れぞれお年玉を
手に無事解散し
ました。
静岡からのグループ（三十三間堂）

健脚コース

全国都道府県対抗女子駅伝応援Ｗ
日
時 ： １月１５日（日） 雪
参加人数： １１９名
距離： ２１・１３㌔
担
当 ： 第５ブロック （前田リーダー）
国際会館・地下鉄駅前広場は１０cm を越す積雪
の為、地下鉄駅コンコースで出発式を行いました。
地上に出ると、いつものコースがー面の銀世界に変り、
新雪をキュキュと鳴らして進みました。京大前の並木は
雪に被われ、応援ゼッケンを着けたウオーカーが行く
姿は幻想的に見えました。平野神社前で待つと続々と
往路ランナーが、元気に走りぬけてゆきました。
京都アンカーがトッ
プで西京極競技場に
走り込み、全力で逃
げ切り京都が優勝を
飾り、会場が歓声に
包まれました。
新雪を踏みしめて歩く
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NPO 法人京都府ウオーキング協会
◆ 定時総会
日 時 ： ２月２６日（日）
１５：００開始
場 所 ： しんらん交流館
京都市下京区諏訪町通
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第２９期定時総会のお知らせ

しんらん
交流館

◆ 懇親会 （会員限定）
日時： ２月２６日（日） １７：００開始
場所： スーパードライルネサンス
京都駅前セレマビル 地下１階
会費: ３０００円 飲み放題
人数： 先着 ５０名

六条下る上柳町 199

電話：075-371-9208
（代表）

お知らせ

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： ４９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１５２回
日
距

京都の三大奇祭鑑賞ウオーク やすらい祭

時 ： ４月９日（日） 集 合： ９：４５ 集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側）
離： １１㌔
参加費： ３００円

第７６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１５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

京都鉄道博物館へ行こう
日 時： ４月１日(土)
距 離 ： ６㌔
集 合： ９：４５
集合場所： ＪＲ嵯峨野線二条駅
コ ー ス： ＪＲ二条駅～壬生屯所跡～京都鉄道博物館
参加費： ３００円
★鉄道博物館への入場には別途、入場料が必要です。
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、
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 ５５６名 （１月２２日現在）

あとがき
２月３日の節分には、京都の各社寺でそれぞれの節分祭が
催されます。御所に、ほど近い紫式部ゆかりの廬山寺でも、
赤、青、黒の鬼による独特のおもしろさの舞が奉納され、親し
まれています
≪編集 阿部・中川･西田・花満≫

