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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  

               
     

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

第１０回 京都ツーデーウオークに、延べ５４００名もの参加者!! 
   

初日の３０㌔コース出発式では野村実行委員長の挨拶で開会。各出発式ともワールドマスターズゲームズ関

西のキャラクター「スフラ」、下京区の「シモンちゃん」、府浴場組合の「ゆっポ」の３体のゆるキャラが勢ぞろ

い、場を盛り上げました。勇壮な「吉田今宮太鼓」に送られて出発ゲートをくぐり、各コースとも西本願寺の国

宝・唐門前と二条城前を通り過ぎた後、３０㌔は妙心寺から遥か西方の大覚寺を経て嵐山・渡月橋を渡り、松

尾大社から東寺に向かう盛りだくさんなコース。２０㌔は妙心寺の西で３０㌔と分かれ、広隆寺と、巨大石室が

露出する蛇塚古墳という秦氏ゆかりの史跡を巡り、有栖川の水辺で再び合流します。ゴール後は、抽選会で

豪華景品に一喜一憂されていました。 
    

第二日は日差しがない肌寒い日でした。２０㌔コース出発式では、門川大作京都市長が主催者あいさつ

を行いました。トレードマークの和装に身を包み、ウオーカーを拍手とハイタッチで見送っておられました。哲

学の道にある大豊神社チェックポイントでは中央の能舞台でしばしの雨宿り。３０㌔は上賀茂神社まで一路

北上。後半は詩仙堂から哲学の道、清水寺と東山山麓をたどるコース。２０㌔は相国寺で分かれて銀閣寺道

で再び合流しました。全コースともこの日は三十三間堂で春桃会が催され、無料で瀬戸内寂聴さんの法話が

聴けるとあって、足を止めて聴き入るウオーカーがおられました。 
   

三日目は、せっかくウオークに１２１名が参加されました、詳細は第３ページ記事をご覧ください。 

野村前会長 退任のご挨拶 

協会長就任以来４年間、多くの方々に、ご指導やご支

援を頂きながらウオーキング活動の普及に努めてまいり

ました。歴史ある協会の名に恥じず責任を果たせたとは

言い難い面もありますが、お陰様で幅広い層へのウオー

クの普及と、京都の歴史・文化・景観を活かしたウオーク

イベントのご提案が出来たこと、厚くお礼申しあげます。

創立３０周年記念行事も無事完了し、次のステップに

進む事が出来ました。これを機に会長職を辞し後輩スタ

ッフに新時代を託すことにしました。新スタッフにも変わ

らぬ、ご指導、ご支援をお願いいたします。 

高橋新会長 就任のご挨拶
この度、歴史と伝統のあるＫＷＡの会

長を仰せつかりました。大変な重責で

はありますが、会員の皆様方のご支援

とご協力の下、満足かつ楽しんでいた

だける協会を目指して邁進していく所

存であります。 

今年は新元号となり新時代を迎えます。ウオーキング

も新たな時代を迎える予感があり、ウオーキングを通じ

て更なる発展をし続けたいと思います。どうかよろしくお

願い申し上げます。 

歓 迎 イベント（フラダンス）門川市長のご挨拶 野村実行委員長の挨拶 吉田今宮太鼓に送られて
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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  ５月３０日（木）  １２㌔ 

東高野街道を歩く 

石清水八幡宮から山田池  

 

 

特別基地コース  ５月１５日（水）  １３㌔ 

第１７１回 葵祭観賞ウオーク 

元来、賀茂祭と呼ばれていた祭。江戸時代に祭

全体を葵で飾るようになったので、葵祭りと呼ばれ

ています。祭りの行列は京都御所を出発して、下

鴨神社から上賀茂神社へと進みます。私たちは、

京都御苑で雅やかな行列を見物します。斎王代の

艶やかな行列も見ものです。 
    

集 合： ８：４５（９：００出発） 

       ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

ゴール：  １５：００頃 ＪＲ京都駅  

コース： ＪＲ京都駅～東洞院通り～京都御苑（葵

ファミリーコース  ５月６日（祝・月）  １４㌔ 

シリーズ② 大正を歩く  御大典と大正ロ

マン建築 自由歩行 

かつて京都から高野山への参詣道として用いられ

た街道をたどります。緑豊かな船橋川沿いの緑道を

通って、１４０種１００００株の花しょうぶが咲き乱れる

山田池を訪れます。同時に、アジサイの花も見ごろを

迎えています。 

集 合： ９：４５ （１０：００出発）  

さざなみ公園（京阪・八幡市駅） 

ゴール：  １５：００頃 ＪＲ藤阪駅 

コース： さざなみ公園（京阪・八幡市駅）～さく

ら近隣公園～船橋川緑道～山田池（花しょう

ぶ観賞）～穂谷川緑道～ＪＲ藤阪駅  

参加費： 

シリーズ２回目、大正・昭和両天皇の御大典が行われた

京都御所、スペイン風バロック様式で有名なレストラン菊水

やヴォーリス氏の設計で著名な東華菜館、そして大正ロマ

ンの旗手である竹久夢二の寓居跡・五龍閣を訪ねます。 

集 合： ９：４５（１０：００出発）  

賀茂川河川敷（地下鉄・北大路駅) 

ゴール：  １４：３０頃 ＪＲ京都駅    

コース： 賀茂川河川敷～京都府立植物園～京都

御苑・京都御所～東華菜館～レストラン菊水～竹

  会員無料 

他協会 

３００円 

一般  

５００円 

 

健脚コース  ５月２６日（日）  １３㌔ 

梅小路京都西駅開業記念＆下京区１４０周年記念

京都の大パノラマ観望ウオーク  
 

  

下夢二寓居跡～夢

二カフェ・五龍閣～

ＪＲ京都駅 

参加費： 会員無料 

 他協会３００円 

 一般 ５００円 

祭観賞）～堀

川遊歩道～Ｊ

Ｒ京都駅 

参加費： 

３００円 

新駅のＪＲ梅小路京都西駅に集合し五条公園、円山

公園を経て知恩院大鐘楼から、アップダウンが多い東

山トレイルを歩きます。青龍殿前の東山山頂公園で昼

食休憩をとり、展望台から嵐山・岩田山・京都タワー・

東寺五重塔等の京都市内を一望に観賞します。その

後、山道を下り、渋谷街道、三十三間堂を経て、ＪＲ京

都駅にゴールします。山歩きと京都の大パノラマを楽

しみましょう。 

集 合 ： ８：４５ （９：００出発） 

   梅小路公園（ＪＲ嵯峨野線 梅小路京都西駅）

ゴール： １４：３０頃 ＪＲ京都駅 

コース： 梅小路公園～円山公園～青龍殿～東

山山頂公園～京都東山トレイル～ＪＲ京都駅 

参加費： 

会員無料 

他協会 ３００円 

  一般 ５００円 

藤が飾られた御所車

レストラン菊水（ＨＰ）

展望台から見える大パノラマ
花しょうぶ（山田池）
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ファミリーコース 

淀の河津桜観賞ウオーク 
日   時 ： ３月１０日（日）  雨  

参加人数： １５０名  距離： １２㌔ 

担   当 ： 第５ブロック （中川リーダー） 

京都ツーデーウオーク せっかくウオーク

伏見の酒蔵と伏見稲荷千本鳥居

を訪ねるみち  
日  時 ： ３月４日（月）  雨  

参加人数： １２１名  距離： １３㌔ 

担  当 ： 事務局（西田リーダー）  

健脚コース 

家康公決死の伊賀越え   
日   時 ： ３月１７日（日） 雨  

参加人数： １５２名  距離： ２５・１２㌔ 

担   当 ： 第１ブロック（池内リーダー）  

今年初めての花見ウオークでした。曇天の中、ＪＲ長

岡京駅に集合、出発式で高橋ＫＷＡ新会長の挨拶を

頂き、スタート、長岡天満宮参拝後、ポツリポツリと雨が

落ちてきましたが、雨具装着して歩行、勝竜寺城公園

で列詰休憩。恵解山古墳を一周して、淀川河川敷公

園大山崎でトイレだけ借用して通過。京滋バイパス高

架下で雨を避けて昼食休憩をとりました。午後は、天

王山大橋を渡り、凉森神社を経て淀緑地に到着。雨で

小雨の中、稲荷児童公園を出発し、観光客で大混

雑する伏見稲荷千本鳥居を通り抜けました。その後

雨でぬかるんだ山道を避けて南へ。伏見城北堀公園

の体育館の軒先を借りて昼食となりました。雨が降り

止まぬまま、桃山善光寺の前を通り、御香宮から伏見

京都ｴﾘｱｳｵｰｸ京都あるく  協賛：京都市交通局 

「梅小路京都西駅」開業、上京区・下京区 140 周

年記念～ 「梅小路京都西駅発→今出川駅

着! 下京から上京をあるく」 
日 時 ： ３月１６日（土）  雨のち曇り 

参加人数： １５４名   距離： １２㌔ 

担   当 ： 事務局（西田リーダー） 

 

沈んだ気分も、ほぼ

満開の河津桜を見た

途端、笑顔になりまし

た。ちょっと冷たい春

を体験することができ

たウオークでした。 

早朝は曇りでしたが集合時間直前に真っ黒な雲が

現れ雨が降り始めた中、ＪＲ新駅・梅小路京都西駅前

の梅小路公園に集合しました。出発式後には小降りに

なりほっとして出発しました。不動堂村屯所跡、龍谷大

学大宮学舎、島原大門を経て壬生寺で列詰め休憩

後、二条公園で早めの昼食休憩。その後丸太町通り

を黙々と東進、同志社大学創始者の新島譲の旧邸、

明治維新の功労者・三条実万・実美父子を祀る梨木

神社を経て石薬師御門から京都御苑に到着。天皇在

位３０周年記念行事で通行規制された御苑の蛤御門

から出て北進し、同志

社大学にゴール。大学

で「京炎そでふれ」の演

舞を楽しんで帰宅の途

に着きました。 

の酒蔵街を通り寺

田屋前から濠川沿

いを進み大倉記

念館を見学後、酒

粕などのお土産を

貰って、ＪＲ桃山駅

に ゴ ー ル し ま し

た。

例会の活動報告 

二年前のリベンジウオークでしたが、また雨になりま

した。ＪＲ星田駅をスタート。小雨の中、東高野街道を

横切り緩やかなアスファルト道を登り、星田公園の旗

掛けの松の前で語り部の説明を聞きました。家康ひそ

みの藪を見て、家康が逃亡の途中泊まった星田平井

家前を通り、いよいよ急な山道を登り白旗池から、枚方

野外活動センターの屋根の下で昼食をとりました。さら

にきつくなった雨の中、急な坂道を滑らないように注

意しながら下り、穂谷バス停で１２㌔の方々と別れ、普

賢寺ふれあいの駅で休憩しました。幸い雨も上がり元

気に再スタートし、遅くなったので三山木駅でゴール

としましたが、３０名ほ

どのウオーカーは、さ

らに穴山梅雪の墓、

草内渡し跡を経てＪＲ

京田辺駅にゴールし

ました。 

淀の河津桜 

同志社大学の京炎そでふれ演舞 

濠川沿いの酒蔵を訪ねる

旗掛け松跡で語部が説明 
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新緑の“ゴールデンウイーク”は、京都の基地を歩こう！！ 

集合時間： ９：４５  参加費： ３００円  

■春の３回、及び秋の３回合わせた内、５回以上完歩された方には記念品贈呈 

４月２７日（土） 
リカーコレクション龍野 

 

 

琵琶湖疏水と醍醐寺 W １５㌔ 
集合： ＪＲ山科駅 

（ラクト山科公園） 

４月２８日（日）  
ナガオカスポーツ 

 

 

長岡天満宮つつじ観賞 W 15 ㌔ 集合： ＪＲ長岡京駅 

５月３日（祝・金） 
京都アクアアリーナ（ミズノ）  

 

 

桂川・東海自然歩道めぐり W 16 ㌔ 集合：阪急・西京極駅  

     
お知らせ     この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。           
 ２月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数 ： ４８名 

第１７２回 祇園祭前祭観賞ウオーク 

 日 時 ： ７月１７日（水）  集合： ８：４５  集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場  

 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）～二条通～ＪＲ京都駅 

 距 離 ： １０㌔   参加費： ３００円 
    
第８９回ふれあいウオーキング教室 

 日 時 ： ５月２２日（水） 

 集 合 ： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

 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、5 月１５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 

 日本銀行京都支店見学と琵琶湖疏水記念館へ 

 日 時 ： ８月７日（水）    距 離： ５㌔ 

集 合 ： ９：３０       集合場所： 地下鉄・市役所前駅 

 コース： 地下鉄・市役所前駅～日本銀行京都支店見学～岡崎公園～琵琶湖疏水記念館～京阪・祇

園四条駅 

 定 員 : 先着４０名 （協会事務局に申込み下さい） 

参加費： ３００円    

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 ５４７名 （3 月２５日現在） 

あとがき  

４月８日は、お釈迦様の誕生日です。京都の各寺院では、灌

仏会、通称花まつりが行われ、花御堂と言われる色とりどりの花

で飾られたお堂の中の、小さなお釈迦様の像に甘茶をかけて、

祝われます。甘茶の御接待もありますよ。 

 ≪編集 阿部・中川･西田≫ 
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