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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

しお鯖一匹背負って小浜から京都へ ７月２０日(金)～２２日(日)

第 20 回 今年も「さば戦士」 ４８名が完歩
「協会創立３０周年、第２０回目のさば街道、加えて連日の超高温下でのウオーク」と、ト リプル記念の中、さば
街道を踏破できた事は、我が人生最大の苦難を乗り越え、喜びに満ち溢れております。
前日の団結式までは、距離的にも峠歩きの標高差にも、ある程度自信がありましたが、当日の朝からの高温と人
生初の旗持ちウオーク役に、当初の自信は徐々に薄れていきました。４～５０分毎の冷たい飲み物(特に手作り紫
蘇ジュース)、冷やしトマト、きゅうりの浅漬け等の心からのサポートが、次を歩く意欲をかきたててくれました。梅ノ
木の石楠花山荘の鮎の造り、塩焼き、鯖寿司等美味溢れるご馳走の後押しも受け、なんとか無事に出町柳桝形
商店街を旗持ちとして行進することができました。ひとえに協会スタッフの絶大なるサポートの賜物と感謝申しあ
げます。次回は「針畑越」を踏破いたしたく、よろしくお願い申し上げます。
［このレポートは、初めて参加された加藤光男さん（さいたま市）の投稿です。］
（さらに詳しいレポートは、KWA ホームページをご覧ください）

–––
小浜いづみ商店街を出発

針畑越えへ続く登り

根来峠までもうすぐ

冷えた漬物がうれしい

巨大壁画を前に

二日目・京都へ

初参加者が記念碑に到着

桝形商店街にゴール

花折峠にて

情報満載のホームページもご利用下さい。
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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。

平日コース ９月６日（木） １３㌔

京の三町堂ウオーク
平安時代、官寺（東寺・西寺）以外寺が置かれ
ませんでしたが、自然発生的に庶民による町堂が
設けられ幅広く信仰されるようになりました。やが
て、貴族の帰依をも得るようになり、京都の庶民の
結集する場所になり、とくに室町時代後期になる
と、その経済力で勢力を伸張し、自治的な組織力
をもつようになったいわゆる「町衆」とよばれる都市
民の連帯となりました。今回は、その町堂の三か所
を巡ります。
集 合 ： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ嵯峨野線円町駅
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ京都駅
コ ー ス ： ＪＲ円町駅（北野天満宮御旅所）～千本
釈迦堂～千本閻魔堂～革堂（行願寺）～六角
堂（頂法寺）～
因幡堂（平等
寺）～ＪＲ京都
駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
六角堂
一般５００円
特別基地 ９月１９日（水） １０㌔
第１６４回

平安神宮神苑無料公開Ｗ
秋の無料公開は、平安神宮の南神苑が整備さ
れた日を記念して毎年行われている恒例の行事
です。９月の神苑は萩やフジバカマなどが見頃
で、広い神苑をゆったり散策して下さい。
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発）
ＪＲ京都駅中央改札口駅前広場
ゴ ー ル ： １４：３０頃 KWA 事務所
コ ー ス ： ＪＲ京都駅～五条大橋～建仁寺～高
台 寺 ～
平 安 神
宮～ＪＲ
京都駅
水連が咲き誇る神苑
参加費：
３００円
睡蓮が咲く神苑
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ファミリーコース ９月９日（日） １２㌔

西陣名水と町屋ウオーク
京都の町屋は、格子戸、虫籠窓、屋根の鍾
馗、狭い間口などで特徴あります。西陣界隈で
は修復がなされた町屋が様々に利用されてお
り、今回訪ねて回ります。
往時は西陣名水と名が高かった井戸も近年
では枯れ、わずかに残る井戸を訪ねましょう。
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発）
栂尾公園（ＪＲ嵯峨野線 二条駅）
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ円町駅
コ ー ス ： 栂尾公園～二条公園～橘児童公園
～首途八幡宮～桜井（桜井公園）～染殿井
（雨宝院）～船岡山～建勲神社～湯たくさん
茶くれん寺（浄土院）～上七軒通り～歌舞練
場～北野天満
宮～ＪＲ円町駅
参加費：会員無料
他協会３００円
一般５００円
着物ギャラリー

健脚コース ９月２３日（日） １８㌔

嵐電ウオーク
明治４３年に開業した“嵐電（京福電気鉄道嵐
山本線・北野線）”の沿線には、嵐山や、太秦（う
ずまさ）といった有名な観光地や、仁和寺（にんな
じ）など世界遺産に登録された名刹が点在してお
ります。さらには、読みにくい駅名も多々あります。
漢字遊びをしながら、京都らしい嵯峨野の街並み
を味わって歩いてみませんか。
集 合 ： ８：４５ （９：００出発）
北野天満宮御旅所(ＪＲ円町駅)
ゴール： １４：３０頃 阪急・四条大宮駅
コ ー ス ： 北野天満宮御旅所（ＪＲ円町駅）～北
野白梅町駅～嵐山・中之島公園～帷子ノ辻駅
～四条大宮駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
一般 ５００円
広隆寺仁王門前を走る嵐電
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例会のお知らせ（続き）
秋のウオーキング基地巡りのお知らせ

９月２７日（木）

１６㌔

桂川・東海自然歩道巡りＷ
秋の基地ウオーク第一回は、初秋の桂川に沿っ
た、サイクリングロードと嵐山界隈を巡ります。秋の観
光シーズンの始まった嵐山の野宮神社から、静かな
西山の山麓の道を、松尾大社、鈴虫寺、地蔵院（竹の
寺）を経て、アクアリーナまでウオークしましょう。
実施基地： 京都アクアリーナ（ミズノ）
集 合 ： １０：００ 阪急京都線 西京極駅
ゴール： １４：００ 頃 京都アクアリーナ
コ ー ス ： 京都アクアリーナ～桂川サイクリングロー
ド～渡月橋～大河内山荘～竹の径～野宮神社～
松尾大社～鈴虫寺
～西芳寺・苔寺～
京都アクアリーナ
参加費：３００円
松尾大社
例会の活動報告

ファミリーコース

琵琶湖湖畔Ｗ

日
時 ： ７月１日（日） 晴れ
参加人数： １８８名 距離： １０㌔
担
当 ： 第２ブロック （前田リーダー）
大津駅前公園を出発、湖岸なぎさ公園を南下、膳
所城跡公園に向かいました。「びわ湖の日」とあって、
渚のごみ収集や、外来魚のつり上げで多くの人々が
クリーン作戦に参加されていました。膳所城跡公園で
一息ついた後、多くのボートが練習している姿を眺め
ながら南下し、瀬田の唐橋に至りました。
昼食休憩の後、市街地に入り建部大社を訪れまし
た。日本武尊を祀っている社で、語部の歴史解説に
耳を傾けました。さらに東に歩を進め、奈良時代の総
合役所に当たる近江国庁跡を見学しました。その
後、萱野神社では夏越の茅の輪をくぐり、ＪＲ瀬田
駅にゴールしました。
猛暑日でしたが、
夏時間繰り上げが幸
いして、早めの終了
に参加者は喜んでお
られました。
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万博公園とビール工場見学Ｗ
７月５日実施予定の上記例会は、訪問地域を
含めて、大雨洪水警報が出されましたので、例会
実施を急遽中止いたしました。ご期待された皆様
には、お詫びいたします。

特別基地コース
第１６３回 祇園祭前祭観賞Ｗ
日
時 ： ７月１７日（火） 晴れ
参加人数： １２１名 距離： １０㌔
担
当 ： 特別基地 （清水リーダー）
連日３８度越えの酷暑の中、京都駅前を出発。
河原町通りから、五条児童公園で列詰め休憩の
後、五条大橋を渡って鴨川河川敷を北に向かい
ました。祇園祭山鉾巡行に向かう人で賑わう四条
大橋をくぐり、さらに北に進み、御池大橋から御池
通を西に進み、市役所前の地下街を通って１１番
出口で、いったん解散しそれぞれに、祇園祭前祭
の山鉾巡行を楽しみました。
河原町御池の交差点には幾重にも人だかりが
できて、沢山のカメラやスマホの手が伸びあがり、
ダイナミックな鉾の辻回しに大歓声が起こっていま
した。
市役所前に設けられた有料の観覧席には、暑
さのせいか空席が目立っていました。
午後は、朝解散した広場に集合して、二条通か
ら堀川通りを進み、西洞院通りの綾西公園で休憩
の後、ＫＷＡ事務所前にゴールしました。暑い一
日のウオーク
で、お疲れさ
までした。

蟷螂山

京都市電廃線跡Ｗ(伏見線) 中止
猛暑日が続く中、台風１２号が日本を襲来、京
都地域には、７月２９日の早朝に大雨・暴風警報
をもたらしましたので、例会実施を中止いたしまし
た。ご期待された皆様には、お詫びいたします。
建部大社にて
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お知らせ

９月１５日（土） 距離： １０㌔
ＳＫＹふれあいフェスティバル
2018 鴨川遊歩道ウオーキング
ゴールのフェスティバル会場には、「各種お
弁当、屋台、特産品など」の食を楽しんでいた
だけるコーナー、「健康チェック、相談、講演な
ど」の健康コーナー、「高校生横丁（お茶のお
いしい淹れ方、お抹茶サービス、お茶の販
売）」、「生涯現役社会コーナー」など盛りだくさ
んのイベントや出展が用意されています。

集合時間： ９：００ ＪＲ京都駅
中央改札口前広場
コ ー ス ： ＪＲ京都駅～豊国神社～三十三間
堂～鴨川遊歩道～竹田公園～鳥羽離宮跡
公園～城南宮～パルスプラザ（ゴール）
参加費：
３００円
参加定員：
３００名

鳥羽離宮跡公園にて

京都五山送り火Ｗ（8/16）は、当日朝７時に気象警報が発表されていると、中止となります。
ＫＷＡ協会事務所（075-353-6464 自動アナウンス）、あるいはホームページで確認ください。

お知らせ

この印は、ＪＲふれあいハイキングの対象です。

６月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ４２名
ウオーキングステーション（WST）を歩こう！

第 165 回
日

西院春日神社「春日祭・剣鉾祭」観賞ウオーク

時： １０月１４日（日） 距

第 166 回

離： １０㌔ コース：羅城門碑～二条公園～春日神社～ＪＲ丹波口駅

「時代祭」観賞ウオーク

日 時： １０月２２日（月） 距 離： １３㌔ コース：京都御苑～堀川遊歩道～ＪＲ京都駅
両日とも 集合： ９：４５ 集合場所：ＪＲ京都駅中央改札口駅前広場(東側)
参加費： 300 円

第８５回ふれあいウオーキング教室
日 時： ９月２６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、９月１９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

大宮交通公園へ行こう
日 時： １０月１３日（土）
距離： ５㌔
集 合： １０：００
集合場所： 地下鉄・北山駅
コ ー ス： 地下鉄・北山駅～上賀茂神社～大宮交通公園～地下鉄・北大路駅
参加費： ３００円
あとがき
会員を増やそう！
名刹広沢の池では、五山の送り火と合わせて、燈籠
一緒に歩く仲間を一人でも増やすこと
流しが行われます。五山のうち最後に灯される鳥居形
が ＫＷＡの健全な運営に必要です。お
と、池面に浮かぶ色とりどりの燈籠が、幻想的な風景を
友達やご近所の方に声を掛けましょう。
生み出します。今年も精霊を静かに送りましょう。
会員数 ５５５名 （７月２５日現在）
≪編集 阿部・中川・西田・花満≫

