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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 高橋 尚好  
メール連絡は、上記ホームページからアクセス下さい  
               

ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会   

令和２年度通常総会を開催   
    
日時： ２月２２日（土） １５：００～１６：３０  会場： ひと・まち交流館 京都 （大会議室）  

出席者数： ２１０名（内委任状参加 １４６名）                                

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

新型コロナウイルスの影響で、３月度の

例会を中止いたしますので、ご了解願い

ます。詳細は HP をご確認下さい。 

三十三間堂無料拝観 

（３月 3 日） 
京都ツーデーウオーク 

（３月７-８日） 

せっかくウオーク 

(３月９日) 

明智光秀②天下… 

（３月 15 日） 
観に W 魔界巡り① 

（３月 26 日） 

大仏鉄道とクローバ牧場

（３月２９日） 

 

  

１５年永年功労者の紹介 （敬称略 会員番号順）    

小川 守 鈴木 喜美男 辰巳 三朗  八田 美智子 和田 孝 

本年度総会は、清水副会長の司会で開会しました。 

高橋会長は、「世の中と同じ様に、当協会にとっても本年度は

激動が多く、例えば当協会で初めて“五山の送り火ウオークの中

止”などが起きました。その中で、魅力ある例会活動を目指して、

“テーマシリーズウオーク”や、小回り良く少人数での企画“ミニウ

オーク”に取り組み、参加者から好評を得ています。今後も変わ

らぬ、ご支援をお願いします。」と開会の挨拶をされました。 
   
続いて、前田副会長から「令和元・平成３１年度活動報告」議案

が提案され、各種活動実績が説明されました。西田理事（事務局

長）からは、「同期間の会計実績報告」議案が提案され、２議案

は、全員で承認されました。  

「例会活動の更なる魅力向上や組織の活性化」を目指した令和２年度活動計画が、前田副会長から報告さ

れ、「健全な財務状況への取り組み」を目指した令和２年度予算案が西田理事から報告され、会員様からの質

疑や提案を経て、楡井副会長の閉会の辞で総会は終了しました。 
     
引き続き永年功労者表彰では、５名の会員の方々（下欄）に、高橋会長から賞状と記念品が贈られました。

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 

挨 拶 する高 橋 会 長  

功 労 賞 受 賞 (八 田 様 ) 会 場 の様 子  前 田 副 会 長 の活 動 報 告 功 労 賞 受 賞 者 （出 席 者 ）
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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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ファミリーコース  ４月１２日（日） １４㌔ 

明智光秀③  光秀の最期 自由歩行 
           

平日コース  ４月２日(木)  １４㌔ 

京の五川散策ウオーク 

ファミリーコース  ４月５日(日) １４㌔ 

亀岡散策ウオーク 
 

ビギナーW  ４月２３日(木) ６㌔ 

大阪造幣局と中之島近代建築

遺産めぐり 

桜満開の亀岡を訪ねます。保津川下りの発着場を

観ながら保津大橋を渡り、丹波国分寺跡からさくら公

園体育館の桜を愛でます。愛宕神社から牛松山の麓

を巡り、和らぎの道の桜並木の下を歩きます。保津小

橋（沈下橋）を渡り、明智光秀の亀山城を訪ねます。

春のさわやかな里山を散策しましょう。 

集 合 ： ９：４５（１０：００出発）ＪＲ嵯峨野線亀岡駅

ゴール： １５：００頃 ＪＲ亀岡駅  

コース： ＪＲ亀岡駅～保津大橋～丹波国分寺跡～

さくら公園体育館～愛宕神社～和らぎの道～保津

京都を流れる五つの川を巡ります。北から南へ

流れる四つの川に対し、哲学の道に沿って流れる

琵琶湖疏水は南から北に流れます。ところどころ

で見られる桜を眺めながら歩きましょう。 

集 合 ： ９：４５（１０：００出発）  

ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

ゴール： １４：３０頃 地下鉄北大路駅  

コース： ＪＲ京都駅～高瀬川～五条大橋～鴨川

～白川～琵琶湖疏水～高野川～北白川疏水～

半木（なからぎ）

の道～地下鉄

北大路駅 
 

山駅 

 

小橋（沈下橋）～

亀山城址～ＪＲ亀

岡駅  

 

明智光秀シリーズの第３弾です。山崎合戦に敗れた

後、体制を立て直し、再起を期すために少数の近臣と

共に勝龍寺城を脱け出し近江坂本城へ向かいました

が、途中、竹薮から突き出された竹槍に刺されて重傷

を負い、その場で自刃して果てた無念の地・山科小栗

栖（おぐるす）周辺を巡ります。 

集  合 ： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ奈良線六地蔵

ゴール：１４：３０頃 地下鉄・東山駅 

コース： ＪＲ・六地蔵駅～小栗栖～明智藪～光秀

の胴塚～勧修寺公園～光秀首塚～地下鉄・東

ＪＲ桜ノ宮駅から桜之宮公園に移動して集合、大

川沿いを散策します。旧桜之宮公会堂から大阪造

幣局・本局工場を訪ね、貨幣製造工程を先ず見学

します。その後、造幣博物館に移動、貴重な貨幣

や外国貨幣の展示を見学します。 

造幣局を出て大川沿いで昼食休憩をとり、中之

島公園のバラ園、東洋陶磁美術館を通り、大阪の

近代建築の中で現在も美しく保存されている大阪

中央公会堂・中之島図書館・日本銀行大阪支店を

巡り、ＪＲ大阪駅にゴールします。 

集 合 ： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ環状線・桜ノ宮駅 

ゴール： １４：３０頃 ＪＲ大阪駅  

コース： ＪＲ桜ノ宮駅

～桜ノ宮公園～大

阪造幣局～中之島

公園（昼食）～大阪

中央公会堂～中之

島図書館～ＪＲ大阪

駅 

参加費： ３００円  

光秀の首塚 

保津大橋 

コロナウイルスの影響によっては、４月度例会の実施状況が変わりますので、事前に当協会 HP を確認ください。

造幣博物館（HP）

高瀬川 
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   牛若丸と弁慶の出会い散策Ｗ  

日   時： ２月２２日（土） 雨    総会Ｗ 
参加人数： １５９名  距離： １４㌔ 
担   当： 中川リーダー  

特別基地 ４月２６日(日) １３㌔ 

第１８２回 松尾大社神幸祭観賞Ｗ

ビギナーＷ おたべ工場と京都市民防災Ｃ
日  時 ： ２月１日（土） 曇 

参加人数： 52 名   距離： 6 ㌔ 

担   当 ： 山田リーダー 

ファミリーコース   明智光秀① 

敵は本能寺にあり 

日   時 ： ２月 9 日（日）  

参加人数： ４７３名  距離： １３㌔ 

担   当 ： 西田リーダー 
   
  雪のちらつく寒い朝、４００名を越す参加者が参集

しました。ちょっと早いバレンタインデーで大きなチョ

コレートを手にし、参加者は心ホカホカ、スタッフは嬉

しい悲鳴を上げていました。 

ＪＲ桂川駅を団体歩行で出発、山陰街道川島交差

点から自由歩行に移行し本願寺西山別院に向い、光

秀が中国に向かうと見せかけて京都に引き返したと

言われている山陰道を東進し梅小路公園で昼食休

憩をとりました。昼食後、七条通り、堀川通り、蛸薬師

通りを経て、光秀が信長を討ちとった本能寺址に到

着、ＫＷＡ語り部の熱いお話を聞き、光秀の複雑な

心の葛藤を垣間見ました。歩を進めて、新しい本能

寺に到着、ＩＶＶを頂いて帰路につきました。 

９世紀中頃に始まった｢松尾祭｣は、京の春を彩

る例祭として知られています。この祭は｢神幸祭｣と

｢還幸祭｣からなり、松尾大社から分霊された神輿

が各地を巡幸し、夫々の御旅所に収められます。

圧巻なのは神輿が社を出発、桂離宮の東北方から

桂川を船で渡り(船渡御)、堤防下で勢揃いし、四

基の神輿と唐櫃は西七条御旅所に収められます。

この神輿のコースをウオークでたどります。 

集  合 ： ８：４５（９：００出発）嵐山・中ノ島公園 

ゴール： １５：００頃 ＪＲ京都駅  

コース： 嵐山中ノ島公園～松尾大社（神輿拝

謀反人として

悪者にされて

いた光秀、イメ

ージが変わり

ました。 

と足がすくむ恐ろ

しさでした。今回

の体験を経て少

しは恐怖の壁が

下がった気がし

て、防災体験セン

ターの重要性を

肌で感じました。 

殿廻）～桂離

宮～桂大橋付

近（神輿船渡

御）～西七条

御旅所～ＪＲ

京都駅  

参加費：３００円 

月例会のお知らせ 

ＪＲ京都駅から東寺を経て、防災センターに隣接す

る「おたべ京都本社工場」を先ず訪ねました。おたべ

㈱は、生八ツ橋の生みの親で、 近は高級ブランド

化に注力、店舗もすっかりモダンになっていました。

出来立ての生八ツ橋と名水のボトルを頂きました。 

防災センターでは昼食後、様々な防災体験に

挑戦しました。「強風」「地震」「室内煙」のリアルな

体験や、「地下街水没」「アンダーパス水没」はバ

ーチャル体験でした。リアル体験では、いざとなる

コロナウイルスの影響が心配される中、「受付後に

即スタートし自由歩行」という方式に急遽変更しまし

た。小雨の中、参加者が次々と出発されました。神泉

苑や高松殿跡の高松神明神社などテーマにゆかりの

地を巡り、弁慶が深く愛したので終焉の地から移され

たという弁慶石を訪ね、平安時代には五条大橋と呼ば

れていた現在の松原橋を巡って五条児童公園にゴー

ルしました。 
高台寺公園や清

水地区には立ち寄

らず、人との接触を

極力避けるコース

となりました。 
 

おたべ京都本社工場前

例会の報告 

桂川を渡る神輿 

本能寺址で語り部のお話を聞く 

牛若丸弁慶像
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観にウオークのレポート  

    
お知らせ    この印は、ＪＲふれあいハイキングの対象です。           
        

 ウオーキングステーション（WST）を歩こう！  
     

第１８３回 葵祭観賞ウオーク   

日 時 ： ５月１５日(金)  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～東洞院通り～京都御苑（葵祭観賞）～堀川遊歩道～ＪＲ京都駅 

距 離 ： １３㌔    参加費： ３００円  
     

第９５回 ふれあいウオーキング教室  
 

日 時：  ５月２０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１３日（一週間前）までに協会事務局にお申込みください。 
      

１月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ３３名  

 
     

初に仁和寺の御室御所を見学、平安時代の書

院造りを観た後、五重塔、国宝の金堂、御影堂、観

音堂をめぐり、龍安寺に向いました。「石庭」に置か

れた１５の石がどこから見ても１４しか見えないと言わ

れ、角度を変えて眺めましたが実証できませんでし

た。小松原公園で昼食後、金閣寺に向いました。金

ピカの金閣を眺めた後、「龍門滝」、「夕佳亭」と語り

部のお話を聞きながら廻り、歴史を学び満足しまし

た。 

 

【醍醐寺 五大力尊仁王会（五大力さん） 

 ２月２３日 ４０名】

地下鉄・小野駅に集合し、醍醐天皇陵の前で語り

部のお話を聞き、醍醐西公園で早めの昼食。醍醐寺で

【西大路七福社御朱印めぐり １月１６日 17 名】

恒例の新春七福社めぐりの西大路版。熊野

神社衣笠分社から吉祥院天満宮までの７社で

御朱印を集め、記念品として干支の「鼠の置

物」を頂きました。 

 

【京都・禅寺の龍めぐり １月３０日 ４０名】 

禅寺の法堂（はっとう）の天井に描かれている

「龍」。龍が法の雨（仏法の教え）を降らすとい

われ、また龍神は水をつかさどることから「火災

から守る」という意味も込められています。この

迫力満点の雲龍図を訪ねました。南禅寺では、

京都画壇四条派の日本画家・今尾景年の作、

建仁寺では日本画家の小泉淳作の「双龍図」

を見学、俵屋宗達の「風神雷神図」に感激しま

した。瀧尾神社では、立体的な龍の彫り物を見

て、度肝を抜かれました。 

 
【世界遺産 3 ヶ所めぐり  

金閣寺・龍安寺・仁和寺 ２月１９日 ４１名】 

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 ４９９名 （２月２５日現在）

あとがき  

日に日に暖かくなる野山や土手には、かわいい土筆が

顔を出します。春の山菜として食用にされますが、ほって

おくと瞬く間にスギナに代わります。 

 ≪編集 阿部・中川･西田≫  

餅上げ奉納を 前列

で見学。見ている方も

思わず腰に力が入り

「頑張れ!!」の掛声。並

んで、無料の「おかゆ」

を頂き満足しました。  
  餅上げ奉納 


