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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

特別例会・会員限定

第２０回

しお鯖一匹背負って小浜から京都へ

さば街道ウオーク

８０㌔

恒例の長距離ウオーク「さば街道ウオーク」が開催されます。今年は節目の 20 回を迎えます。真夏の暑
さ厳しい中、スタッフの適切なサポートをいただき、８０㌔のコースを参加者みんなで助け合いながら完歩
し、たくましい「さば戦士」になります。さば街道の起点「いづみ商店街」をスタートし、梅ノ木で 1 泊して、京
都出町柳「桝形商店街」にゴールします。ゴールでは、商店街の皆さんの熱い歓迎を受けます。
日
日

時： ７月２０日（金）～２２日（日） 前泊を含め２泊３日
程： ２０日（金） せっかくウオーク コース未定（１０㌔） （小浜・若杉末広亭 泊）
２１日（土）
★若狭街道コース 小浜（いづみ商店街さば街道起点）～瓜割の滝～熊川宿～保坂～
朽木～梅ノ木（石楠花山荘・笹ゆり荘泊） 約４５㌔
★針畑越コース 小浜（いづみ商店街さば街道起点）～鵜の瀬～上根来～小入谷村～
梅ノ木（石楠花山荘・笹ゆり荘泊） 約４５㌔
２２日（日） 梅ノ木～明王院～花折峠～途中～大原～八瀬～下鴨神社～出町柳・桝形商店
街（さば街道終点）
３５㌔
◆針畑越コースは若狭街道コースを踏破した「さば戦士」のみ参加資格があります。

５００選認定： 福井―１０

京都―０４

参 加 費 ： ２４、５００円

募集人員： ５０名（会員限定）

◆１月から参加申込の受付をしており、今年も定員に達しました。ありがとうございました。

水坂峠にて（初日）

小入谷の増水（初日）

ゴールし、さば街道口碑に集合

上記写真は、２０１７年の撮影です。

情報満載のホームページもご利用下さい。
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平日コース ７月５日（木） １４㌔

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 ７月１日（日） １２㌔

琵琶湖湖畔ウオーク
久しぶりに琵琶湖湖岸をウオークします。琵琶湖
西岸大津から瀬田唐崎までの大津湖岸なぎさ公園
を歩き、近江八景の一つ瀬田の唐橋を渡り、近江国
一之宮の建部大社、マンション建設の折発見された
近江国庁跡等訪れます。厳しい夏の陽の中、体調
を気遣いながら近江の歴史に触れましょう。
集 合 ： ８：４５ （９：００出発） ＪＲ琵琶湖線大津駅
ゴ ー ル ： １４：００頃 JR 瀬田駅
コ ー ス ： 大津駅前公園（ＪＲ大津駅）～大津湖岸
なぎさ公園～膳所城跡公園～瀬田の唐橋～建
部大社～近江国
庁跡～萱野神社
～ ＪＲ瀬田駅
参 加 費 ：会員無料
他協会 ３００円
一般 ５００円
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万博公園とビール工場見学Ｗ
ＪＲ茨木駅に集合して、万博公園前を通り、紫金
山公園で昼食後、吹田市内を朝日ビール工場に
向かいます。そして暑い夏、ウオークで汗をかい
た後のぐっと一杯のビールは格別です。そのビー
ルの製作工程を見学して、出来立てのビールを
頂きましょう。乾杯！
集 合 ： ８：４５（９：００出発）
ＪＲ京都線茨木駅東口駅前広場
ゴ ー ル ： １４：３０頃 ＪＲ吹田駅
コ ー ス ： ＪＲ茨木駅東口駅前広場～紫金山公
園～岸部中一交差点～アサヒビール工場～
ＪＲ吹田駅
参 加 費 ： 会員 無料
他協会３００円
一般 ５００円
ビール工場見学
は、先着順１７０
名となります。

唐橋

ファミリーコース
特別基地

７月１７日（火）

第１６３回

話題の太陽の塔

１０㌔

祇園祭前祭観賞Ｗ

７月に入ると京都の町は一年で最も華やぐ季節と
なります。平安時代に疫病退散を願った御霊会に始
まる祇園祭は、時代の流れと共に京都の町衆に豪華
な真夏の熱い祭礼として受け継がれてきました。
三連休に続いて開催される今年、京都の町は国
内外からの観光客で大いに盛り上がる事でしょう。
集 合 ： ８：４５ （９：００出発）
ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側）
ゴール： １５：３０頃 ＪＲ京都駅
コース： ＪＲ京都駅～鴨川河川敷～京都市役所
前（祇園祭
巡行観賞）
～ ＪＲ京都
駅
参加費：
３００円
長刀鉾

７月２９日（日）

１０㌔

京都市電廃線跡ウオーク
明治２８（１８９５）年に、平安遷都１１００年記念行事
の一環として市電が敷設されました。日本で初めて
の営業用の平面電車で、塩小路高倉から竹田街道
を経由して、京阪電気鉄道・中書島駅までを結びま
した。伏見稲荷神社の新春参拝客に親しまれた路線
です。ウオークでは、高倉の市電記念碑から路線沿
いに中書島まで南下、伏見港公園で昼食休憩、ＪＲ
桃山駅にゴールします。
集 合 ： ８：４５ （９：００出発）
ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側）
ゴール： １４：００頃 ＪＲ桃山駅
コース： ＪＲ京都駅～高
倉跨線橋～京都駅八
条口～勧進橋～丹波
橋～中書島～伏見港
公園～ＪＲ桃山駅
参加費：会員無料
他協会 ３００円
一般 ５００円

電気鉄道事業
発祥地の碑
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ファミリーコース

例会の活動報告
ゴールデンウイークには基地を満喫！
今年のＧＷウオークは４基地を訪ね、新緑がまぶ
しい中を、ウオークしました。各コースでは、出発前
のキャンデーサービス、八ツ橋工場での試食、フレ
ッシュ牛乳の試飲なども楽しめました。
琵琶湖疏水と
旧東海道ウオーク
４月２８日（土） 晴れ

参加人数： １２５名
リカーコレクション
龍野

つつじ観賞ウオーク

日
時 ： ５月６日（日） 晴れ
参加人数： ２０５名 距離： １２㌔
担
当 ： 第５ブロック （中川リーダー）
名残りのつつじを求めて、多数のウオーカーが集り
ました。出発後、河原町通りを経て荒神橋を渡り、大豊
神社前で水分補給休憩。青もみじの永観堂前を通り、
インクラインの公園で、昼食休憩。午後は、蹴上浄水
場に到着、４０分ほど時間を取り、ほとんど散ってしま
ったつつじ観賞となりました。クイズラリーを楽しみ、本
館では１０年保存の「疏水物
語」という水とコスモスの種
が配られました。円山公園
から、高台寺公園を経て京
都駅にゴールしました。
永観堂

長岡天満宮つつじ観
賞ウオーク
４月２９日(祝・日) 晴れ

参加人数： １６６名
ナガオカスポーツ

穴太寺と亀山城城下
町ウオーク
５月３日(祝・木) 晴れ

参加人数： １１８名
山内スポーツ

特別基地 第１６２回 葵祭観賞Ｗ
日
時 ： ５月１５日（火） 晴れ
参加人数： ２２４名 距離： １３㌔
担
当 ： 特別基地 （清水リーダー）
行列の出発に合わせ、１０時過ぎに御所に到着。
御所前で観賞する本隊と出町橋まで出かける別動隊
と二手に分かれて、優雅な行列を楽しみました。
斎王代の美しい姿
にうっとりして満足した
後、最後の牛車が通り
過ぎるのを待って、帰
路につきました。
葵の牛車

鹿背山の自然と大
仏鉄道遺構ウオーク
５月４日（祝・金） 晴れ

参加人数： １６８名
カフェ・リュン
加茂駅前店

妙顕寺城址

平日コース 秀吉が洛中に造った三城を探る
日
時 ： ５月１７日（木） 晴れ
参加者数： ２０１名
距離： １４㌔
担
当 ： 平日ブロック（森リーダー）

出発式後、二条駅前から北進し、智恵光院通り
を経て辰巳公園で休憩。昔、「聚楽第」のあった辺
りで、ＫＷＡ語り部の話を聞きました。「聚楽第本丸
西濠跡」から「東濠跡」へとめぐり、秀吉の命により現在の地に移転させら
れた妙顕寺の前を通り、京都御苑内で京都新城のあった仙洞御所前を
通り、富小路休憩所で昼食休憩。
午後の出発前に、ＫＷＡ語り部から再びお話を聞き、丸太町通りから
小川通りを南下し、秀吉が初めて洛中に造った「妙顕寺城址」の碑を訪
ねました。その後、西洞院通りの綾西公園で休憩し、西本願寺前を通っ
て、ＪＲ京都駅にゴールしました。
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健脚コース

京都十二薬師霊場めぐり
日 時 ： ５月２７日（日） 晴れ
参加人数： ２２２名
担 当 ： 第５ブロック（中川リーダー）

２０１８年(平成３０年)６月１日発行

壬生寺の歯薬師と京都御苑・堺町休憩所の二か
所でＫＷＡ語り部による十二薬師の話があり、参加者
の皆さんは、熱心に聞き入っていました。幸い、快い
風もあり、一人の落後者もなく全員無事、因幡薬師に
ゴールしました。

集合場所が、急きょ梅小路公園になった
にもかかわらず、大勢のウオーカーが集りま
した。天気予報では日中の気温が３１度と言
う炎天下でした。
出発式の後、東寺の金剛薬師を皮切りに京
都十二薬師の内、午前中六か所、午後五か
所、合計十一の霊場を時計回りに巡りました。
壬生寺

お知らせ

因幡薬師にゴール

この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。

４月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ２５９名
ウオーキングステーション（WST）を歩こう！
第１６４回 平安神宮神苑無料公開ウオーク
日 時： ９月１９日（水） 集合： ９：４５ 集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場
コ ー ス： 五条大橋～建仁寺～高台寺～平安神宮（神苑）～ＪＲ京都駅
距 離： １０㌔
参加費： ３００円
第８４回ふれあいウオーキング教室
日 時： ７月１８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、７月１１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
コカ・コーラ工場見学ウオーク
日 時： ８月４日（土）
距離： ６㌔
集 合： １３：００
集合場所： JR 奈良線新田駅
コ ー ス： JR 新田駅～コカ・コーラ京都工場～まちの駅久御山
参加費： ３００円 要予約（５０名） 参加希望者は協会事務局にお申込みください。
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 ５５７名 （５月２５日現在）

あとがき
善峯寺から、粟生光明寺へと巡る西山古道の途中の柳
谷観音（楊谷寺）の境内には、約５０００株のいろとりどりの
紫陽花が咲き誇ります。紫陽花の花言葉は、移り気、浮
気、無常などいろいろあります。雨に濡れた紫陽花も風情
がありますね。
≪編集 阿部・中川・西田・花満≫

