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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 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          

 錦秋の京都を巡りましょう！                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

           

  

ホームページもご利用下さい。 ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会 検  索 

特別基地コース １１月２４日（土） １２㌔ 

第１６７回 東山もみじウオーク 
京都の秋も深まり周囲の山々も錦の装いに染まり

ます。今年はどんな秋が楽しめるでしょう。東山とっ

ておきの紅葉の名所を巡ります。絶景の南禅寺か

ら、見返り阿弥陀の永観堂、哲学の道をたどり、静

かな法然院を訪ね、銀閣寺から地下鉄今出川駅に

ゴールします。 

 

集 合： ９：４５（１０：００出発） 

ＪＲ京都駅中央改札口駅前広場  

ゴール： 地下鉄今出川駅 １４：００頃 

コース： ＪＲ京都駅～五条児童公園～鴨川河

川敷～岡崎公園～南禅寺～哲学の道～法

健脚コース １１月２５日（日） １５㌔ 

奥嵯峨の紅葉ウオーク 

紅葉観賞の定番「奥嵯峨」を巡ります。ＪＲ保津峡

駅を出発し保津川の渓流沿いに紅葉を楽しみなが

ら六丁峠を経て、かって風葬の地であった化野に

着き、嵯峨野の地に入ります。嵐山中ノ島公園で

昼食をとり、さらに南進し、静けさに包まれた松尾

大社、月読神社、鈴虫寺、苔寺を巡り、天皇の杜

古墳、三宮神社を経てＪＲ桂川駅にゴールします。

趣豊かな京都の秋を満悦しましょう。 
   
集 合 ： ８：４５ （９：００出発）  

       ＪＲ嵯峨野線保津峡駅 

ゴール：  ＪＲ桂川駅  

コース： ＪＲ保津峡駅～落合橋～六丁峠～鳥居

本～化野念仏寺～常寂光寺～渡月橋～嵐山

中ノ島公園～松尾大社～苔寺～天皇の杜古

墳～ＪＲ桂川駅 

参加費： 

会員無料 

 他協会３００円

一般５００円
南禅寺

保津川下りの船 

法然院 

紅葉の保津峡

然院～銀閣

寺～今出川

通～地下鉄

今出川駅 

参加費： 

３００円 
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健脚コース １１月４日（日） １８㌔ 

洛陽十二支妙見めぐり③酉-戌-亥 

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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平日ウオーク １１月８日（木） １２㌔  

太閤堤と萬福寺ウオーク 
約４００年前に秀吉が、水利と防御の為に宇治川沿

いに作らせた堤が太閤堤と呼ばれています。宇治市内

の発掘現場では、堤の構造に当時の建築工法を知るこ

とが出来ます。その後、黄檗公園を経て、「ほていまつ

り」が開催されている萬福寺を訪ねます。布袋さんの像

を拝んだり、多くの出店を楽しみましょう。  

集 合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ奈良線宇治駅

ゴール： １４：３０頃 ＪＲ六地蔵駅 

コース： ＪＲ宇治駅～府立宇治公園中の島～宇

治上神社～太閤堤

～黄檗公園～萬福

寺～ＪＲ六地蔵駅 

参加費： 

会員無料 

他協会３００円 

一般５００円 

後援 1１月１０日（土） ６㌔・１１㌔・１７㌔ 

第２１回 一休さんＷ 2018  

集 合 ：京田辺市田辺公園多目的運動広場

     （京田辺市役所西側） 
受付開始： ８：３０   出発式：９：３０ 
参 加 費 ： 事前申込 １００円（１０月３１日まで） 

  当日 ３００円  （中学生以下無料） 
問 合 せ ： 実行委員会 0774-64-1335 

後援 1１月３日（祝・土） ３㌔・１２㌔・１８㌔ 

第１９回 美山かやぶきの里 
    ワンデーマーチ 
美しい自然と澄んだ空気、秋の美山を歩きましょう。

集  合： 南丹市立美山小学校グラウンド 
送迎バス： 朝８：３０ ＪＲ園部駅西口より専用バス

運行（バス代１５００円、申込時に事前予約必

要） 
参 加 費 ： 大人１０００円 中学生以下無料 
 （事前申込：１０月１２日まで、当日１５００円） 

秋の基地巡り １１月２９日（木） １５㌔  

鷹峯･光悦村を訪ねて 
今年 後の秋の基地ウオークシリーズは、晩

秋の鷹峯・光悦村を訪ねます。江戸時代に本阿

弥光悦が、幕府から与えられた鷹峯に、文化人

や職人、芸術家たちを集めて、独自の文化を築

きあげた地をめぐり錦秋の景色を楽しみます。 

 
集  合 ： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ嵯峨野線二条駅 

ゴ ー ル ： １４：3０頃  

ゴトウスポーツ  

コ ー ス ： ＪＲ二条駅～北野

天満宮～光悦寺～鷹峯

児童公園～今宮神社～

大徳寺～扇町公園～京

都御苑～ゴトウスポーツ 

参 加 費 ： ３００円 

美山

光悦寺

シリーズウオーク洛陽十二支妙見めぐりの３回目完結

編です。広沢池を経て山越から険しい坂道を登って鳴滝

に入り三宝寺（鳴滝の妙見）に至ります。その後、仁和

寺、金閣寺から鷹峯に至り、圓成寺（鷹峯の岩戸妙見）を

訪ね、大宮交通公園を経て、北大路駅にゴールします。

集 合： ８：４５（９：００出発） 嵐山中ノ島公園 

（ＪＲ嵯峨野線嵯峨嵐山駅） 

ゴール： １５：００頃 地下鉄・北大路駅        

コース： 嵐山中ノ島公園～常寂光寺（酉・小倉山

の妙見さん）～大覚寺～三宝寺（戌・鳴滝の妙

見さん）～仁和寺～小松原公園～金閣寺～圓

成寺（亥・鷹峯の岩戸妙見さん）～鷹峯～大宮

交通公園～地下鉄・

北大路駅 

参加費： 
会員無料 

 他協会３００円 

一般５００円   

堤の発掘現場(HP)

圓成寺 

一休さん出発式
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健脚コース  嵐電ウオーク 
 日    時 ： ９月２３日（日）  晴れ 

 参加人数： １５７名    距離： １９㌔ 

担   当 ： 第４ブロック（楡井リーダー） 

平日コース  京の三町堂ウオーク 
日  時 ： ９月６日（木） 晴れ  

参加人数： １３２名  距離： １３㌔ 

担  当 ： 平日ブロック（森リーダー） 

特別基地 平安神宮神苑無料公開Ｗ 
 

 

久ぶりのウオーク日和、１５７名のウオーカーが参集

されました。円町公園を出発、嵐電・北野白梅町駅

前から嵐電の線路に沿って歩を進めました。度々、

嵐電の電車と出会うことができ、各自シャッターを押

されていました。読みにくい駅名もあり、頭の体操を

楽しんでおられました。鳴滝駅を越え常盤野児童公

園で列詰休憩をとり、ＫＷＡ語り部のお話を聞きまし

た。その後、撮影所前駅を越して嵐電線路から外れ

西進。台風 21 号で欄干が倒れ修理中の渡月橋を

渡り、嵐山中ノ島公園で昼食休憩。 

午後には車折神社駅、有栖川駅、帷子ノ辻駅、

蚕の社駅を巡り、

四条大宮駅に無

事 ゴ ー ル し ま し

た。 

ファミリーコース 西陣名水と町屋Ｗ
日  時 ： ９月９日（日） 雨のち曇り 

参加人数： １２１名    距離： １２㌔ 

担   当 ： 第４ブロック（楡井リーダー） 

午後は、倒木や落枝の

著しい御苑を通り抜け、寺

町通りを南下し、一番目の

町堂、革堂（行願寺）を参り

ました。次に六角堂（頂法

寺）を訪ね、東洞院の御射

山公園で列詰め。 

後に四条通を越え、が

ん封じの因幡堂（平等寺）

に参り、ＫＷＡ事務所前に

ゴールしました。蒸し暑いウ

オークでした。 

北野天満宮御旅所で出発式の後、北上し千本釈迦

堂から千本ゑんま堂を参りました。廬山寺通から大宮通

を経て革堂創建の地である一条小川付近を訪ね、京都

御苑の中立売休憩所で昼食休憩しました。 

台風２１号の被害を受け、神苑は復旧工事が完

了するまで、公開が延期されました。結果、我々の

例会も中止といたしました。中止を知らずに参集さ

れた方々は解散、あるいはＫＷＡ基地ウオークを

代わりに楽しまれていました。 

雨の予報が出て不安と期待の中、１２１名の参加

を頂きました。出発時には雨が止み、雨具なしで出

発。美福通り、日暮通り、浄福寺通り、千本通り、大宮

通りを北進し、橘児童公園でＫＷＡ語り部のお話を

聞きました。その後、町屋ウオークを経て、西陣名水

巡りを始めた頃から本降りの雨となりましたが、船岡

山で昼食休憩を取るころには雨が止みました。 

午後、北野天満宮を訪れ、折れた大木・壊れた石

灯籠等の痛々しい台風２１号の爪痕が多く見られま

した。自宅で被害に

あった参加者も多く話

題に上っていました。

西大路通りを南下し

無事、ＪＲ円町駅にゴ

ールしました。 

協力 １０月２０日（土）  東急カルチャー 

ウオーク２０１８ 
【京都・明治 150 年】～岡崎・下鴨・東山"哲学の道"を歩く～

応募方法：はがきでの

申込、あるいはＫＢ

Ｓ 放 送 の Ｈ Ｐ か ら

の申込み 

締切：１０月１０日 

本格的に秋の香りが漂い始める頃、京都近代

化の先人の叡智をたどりながら歩けるコースが設

定されています。ＫＢＳ京都放送の名物アナウン

サーが、主会場の岡崎公園でイベントを盛り上

げます。ゴール後には、豪華景品の抽選や様々

なイベントを楽しめます。 

出発：岡崎公園 ９：００  距離：約１０㌔ 

参加費：無料（事前応募必要）  

月例会の活動報告 

協力イベントのお知らせ 

昨年の会場

桜井を訪ねる 

因幡堂（平等寺）

嵐電・有栖川駅前を進む 

六角堂（頂法寺）
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特別例会  １１月１８日（日）  １４㌔ 

創立記念Ｗ 平安京を巡る ② 

      
お知らせ    この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。 
    
８月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ３８ 名  
    
ウオーキングステーション（WST）を歩こう！  

第１6８回 東寺終い弘法ウオーク 
 日 時： １２月２１日（金）  集合： ９：４５  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口駅前広場（東側） 

 コ ー ス： ＪＲ京都駅～梅小路公園～東寺（終い弘法）～西本願寺～ＪＲ京都駅 

 距 離： １０㌔   参加費： ３００円 
   

第８６回ふれあいウオーキング教室 
 日 時： １１月２１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） 

 受講費： １０００円 

 申込先： 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、１１月 14 日（一週間前）まで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 

京の食文化ミュージアム あじわい館へ行こう 
日 時： １２月１日（土）    距 離： ６㌔   

集 合： １０：００        集合場所： ＪＲ嵯峨野線二条駅 

コ ー ス： ＪＲ二条駅～京の食文化ミュージアムあじわい館～梅小路公園～ＪＲ京都駅 

参加費 ： ３００円    

 
あとがき  

西山の名刹「善峯寺」では、１０月になると秋明菊（シュウ

メイギク）が満開になります。七代目小川治兵衛が手掛け

た境内で、一万株余の白やピンクの一重や八重の花が目

を和ませてくれます。  ≪編集 阿部・中川・西田・花満≫

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 ５６６名 （９月２５日現在） 

創立記念ウオークの第二弾、完結編です。梅小

路公園を出発。平安京の左京を守る王城鎮護の

寺・東寺、朱雀大路南端の平安京の表玄関であっ

た羅城門跡、右京を守る寺・西寺跡を西進し、葛

野大路を北進します。右京ふれあい文化会館で列

詰休憩後、一条通りを東進し、平安京建設時、王

城鎮護のため天門守護として建てられた大将軍八神

社を経て、京都アスニーを見学します。所蔵されて

いる平安京に関する多くの歴史に触れるひと時を

すごした後、ＪＲ円町駅にゴールします。 
    

集 合： ９：４５ （１０：００出発）  

       梅小路公園（ＪＲ京都駅） 

ゴール： ＪＲ円町駅  

コース：梅小路公園～東寺～羅城門跡～西寺

跡～妙心寺～平安京右京三坊北辺並～一

条跡大将軍八神社～大極殿遺址～朝堂院

大極殿跡～京都アスニー～ＪＲ円町駅 

 

参加費：   

会員無料 

他協会３００円

一般５００円 

羅城門の復元模型 
（京都駅前） 


