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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  
        
 

 
         

 

 

 

 
                

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

   

 

  

        

     

    

    

   

   

   

  

   

                                                            

特別基地ウオーク １１月２９日（日）  １２㌔  

第１８７回  東山もみじウオーク 

健脚ウオーク １１月８日（日） １５㌔  龍馬Ｗ 基地ウオーク    １１月１４日（土） １４㌔  

桂川・東海自然歩道めぐりＷ 

平日コース  １１月１９日（木） １４㌔  

京の大銀杏めぐり   

１１月１５日は龍馬の命日であり、京都霊山護国

神社では、冥福を祈って龍馬祭が行われていま

す。京都駅から二条駅まで、龍馬ゆかりの地をめ

ぐり、維新の時代にタイムスリップしてみましょう。 

集 合 ： ８：４５  ＪＲ京都駅中央口前広場 

ゴール： １５：００頃  ＪＲ二条駅     

晩秋の京都東山界隈は、真っ赤な紅葉で愉しま

せてくれます。南禅寺、哲学の道、安楽寺、法然院

など、とっておきの紅葉の名所を満喫しましょう。 

集 合 ： ９：４５ ＪＲ京都駅中央口前広場 

ゴール： １４：３０頃 地下鉄・今出川駅 

コース： ＪＲ京都駅～五条公園～鴨川河川敷

～岡崎公園～南禅寺～若王子神社～霊鑑

寺～安楽寺

～法然院～

銀閣寺～地

下鉄・今出

川駅 

参加費：３００円

コース： ＪＲ京都駅～坂

本龍馬寓居跡～清水坂明

保野亭～京都霊山護国神

社～酢屋～武信稲荷神社

～ＪＲ二条駅 

秋も深まり西山が色付くころ、桂川沿いの東海

自然歩道を歩き嵐山を目指します。復路は十三

参りで有名な法輪寺に立ち寄り、京都の展望を

楽しみ、松尾大社から西山山麓の道を進み京都

アクアリーナにゴールします。 

集 合 ： ９：４５  阪急・西京極駅 

ゴール： １３：３０頃  京都アクアリーナ     

コース： 京都アクアリーナ～嵐山中ノ島公園～

法輪寺～松尾大社～

鈴虫寺～地蔵院～京

都アクアリーナ 

参加費：３００円 

[主催: 京都アクアリーナ] 

お馴染みの銀杏めぐりです。まず黄色の絨毯で

おおわれた堀川通りのイチョウ並木を鑑賞しましょ

う。午後には、様々な景観を誇る御苑内の銀杏の

木々を訪れます。秋深まる京都をお楽しみ下さい。

集 合 ： ９：４５  ＪＲ京都駅中央口前広場  

ゴール： １２：００頃  地下鉄・三条京阪駅    

コース： ＪＲ京都駅～東本願寺門前～西本願寺

～島原～堀川銀杏並木～京都御苑～地下鉄・

三条京阪駅 

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 

龍馬・慎太郎の銅像

御苑内の大銀杏

松尾大社

南禅寺の紅葉

１０⽉もコロナ対応での例会スタイルで、⾃由歩⾏とします。 「感染しない させない エンジョイウオーク︕︕」 
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    ファミリーコース 

世界をリード 京のハイテク企業
日   時 ： ９月１３日（日）  晴れ 

参加人数： １７５名  距離： １４㌔ 

担   当 ： 池内リーダー 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
                 

 

 

 

      この印は、ＪＲふれあいハイキングの対象です。   

第９８回 ふれあいウオーキング教室  
 

日 時： １１月１８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、１１月１１日（一週間前）までに協会事務局にお申込みください。    
ビギナーＷ 「京の時計塔と京都市考古資料館」     

日   時 ： １２月１２日(土)   距離： ６㌔ 

集   合 ： ９：４５   集合場所： ＪＲ嵯峨野線二条駅     

コ ー ス ： ＪＲ二条駅～千本中立売の時計塔～北野天満宮御土居～ミヨシ堂時計店の時計塔～京都市考古資

料館見学～同志社大学彰栄館・時計塔～地下鉄・今出川駅   参 加 費 ： ３００円  
       

要予約 （先着 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、 

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 ４６８名 （９月２５日現在）

あとがき 

 朝晩が肌寒いくらいの季節になってきました。昔、学

校の運動会が終わって、どこからか、金木犀のにおい

が漂ってきた夕焼けの帰り道を思い出します。 

       《編集 阿部･中川･西田》

任天堂本社前

例会の報告 

「時代祭」(10/22)、「新撰組ウオーク（10/30）」、「宇治十帖ウオーク（11/1）」、「美山かやぶきの里ワンデー（11/3）」、

「一休さんウオーク（11/7）」、「鷹峯・光悦村をたずねて（11/12）」は、ウオーク例会を中止します。 

京都の長い歴史側面とは異なり、世界を席巻する先

進ハイテク企業が立地する工業都市としての側面を

見学しました。出発後、三菱ロジスネクスト本社［バッ

テリーフォークリフトが看板製品］を訪ね、村田製作所

本社、三菱電機京都に至りました。日本サーモエナ

ージー京都、日本電産本社を過ぎ、ユーシン精機［取

出しロボットが看板製品］、日本板ガラス、ＳＣＲＥＥＮ

［旧社名：大日本スクリーン］に至りました。桂川沿いに

南下、京セラ本社隣のパルスプラザに到着、昼食休

憩となりました。 

午後は、北進し上鳥羽口駅

をくぐり村田機械本社、西村製

作所［スリッターが看板製品］、

任 天 堂 本 社 ［ ゲ ー ム 機 の 老

舗］、堀場製作所［分析機器で

近脚光浴びる］を経て、鉾立

公園にゴールしました。 先端を

行くハイテク技術と温故

知新を忘れない企業風

土を知り、改めてパワー

を頂いたウオークでし

た。 

村田製作所本社

平日コース 

万葉の時代に愛された萩の名所めぐり
日   時 ： ９月１７日（木） 晴れ 

参加人数： １７２名  距離： １３㌔ 

担   当 ： 森リーダー 

ウィズコロナスタイルの受付風景のスタートでし

た。岡崎公園で昼食を済ませた後、 初に訪れた

迎称寺では、お目当ての萩は全然咲いていませ

んでした。さらに進んで出町柳の常林寺も、 後

の梨木神社の萩も少

ししか咲いておりませ

んでした。今年は天候

の影響で、全体に開

花が遅れているようで

した。

健脚コース 京都トレイル 京都一望の大文字山
日   時 ： ９月２０日（日）  晴れ 

参加人数： ２４１名  距離： １０㌔ 

担   当 ： 西田リーダー 

久しぶりの健脚コースです。心わくわく蹴上駅を出

発、台風２１号（昨年）の爪痕である倒木を跨いだりくぐ

ったりして、山頂に到着しました。京都大展望を楽しみ

ながら昼食。食後は魔の急坂を下り、大文字の火床に

たどり着き休憩し、長くて段差の

大きい階段を下り京阪出町柳駅

に無事ゴール、難コースを踏破

できた感激をかみしめました。 

梨木神社

倒木を跨いで登坂 


