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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       編集人 西田 猛    

メール連絡は、上記ホームページからアクセス下さい    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    

８月１５日には、久しぶりの大文字観望Ｗ、多くのウオーカーが参集されました（１９１名）。ラクト山科公園を

スタート、琵琶湖疏水の水音や緑陰にパワーをもらい、田邊朔郎博士の像を経てあたりで激しい驟雨に見舞

われ、暫しの雨宿りをとり南禅寺から琵琶湖疏水記念館を通り、岡崎公園に着き昼食休憩としました。 

午後は平安神宮前を通り、黒谷金戒光明寺を通り抜けて、いよいよ 後の登りを行き吉田山の展望

台から大文字の火床を眺めた後、今出川通りを進み、鴨川デルタにゴールしました。３年ぶりに、観望

ウオークの全コースを完歩できて充実したウオークでした。 
    
翌１６日は３年ぶりに本格的な送り火点灯が行われるとあって盛り上がっているウオーカー（２６７名）

は、ＪＲ嵯峨嵐山駅を出発、 初の観光地（嵐山～大覚寺～広沢池）を訪ねました。例年、たくさんのウ

オーカーが名物かき氷に涼を求めていた広沢池・「池の茶屋」には、久しぶりに長い行列が出来ていま

した。その後、仁和寺～金閣寺道を経て、船岡山ふもとの給水ポイントにて大休止です。ドリンクを楽し

みながら、久しぶりに出会った友人らとのトークに盛り上がっていました。北大路橋から鴨川河川敷を南

下、河川敷のゴール地に至りました。 ゴール受付ポイントの抽選会で、ウオーキングシューズが当たる

と、大きな歓声が上がっていました。川沿いに涼みながら、ビールでゴールの感激をかみしめているチ

ームもおられました。帰宅後、３年ぶりの点火行事をテレビ中継で楽しむところ、１９時ころから激しい

降雨となり、お山の点火作業がかなり遅れこみました。それでも五山すべてに点火され、先祖の霊

に迷わず道しるべが出来たような気がしました 

 

特別例会 琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク＆   

 第３０回 京都五山送り火ウオークを実施  

情報満載のホームページもご利用下さい。 

懐かしい T シャツを披露 ゴール抽選会で見事 船岡山給水ポイント 

吉田山展望台から遠望 

池の茶屋に 

ウオーカーが戻る 水路閣 
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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。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
                   

 

 

 

                                                   

 

 

ビギナーコース  １０月８日（土） ７㌔   

嵐山三景 渡月橋・法輪寺展望台 

・松尾大社 

 

ＪＲ嵯峨嵐山駅をスタートし、第９０代亀山上皇が

橋の上空を移動していく月を眺めて、「くまなき月の

渡るに似る」と感想を述べられたことから名付けられ

た「渡月橋」を渡り、左に狛牛、右に狛寅という珍し

い狛犬のいる法輪寺を訪ねます。 

展望台に上り、渡月橋をはじめ嵯峨野を一望で

き、さらに東山の山々や京都市街を眺望します。そ

の後、平安京の西の守護神であり、“お酒の神様”と

しても有名な松尾大社を訪ね、月読神社、鈴虫寺

（華厳寺）、竹の寺（地蔵院）を経て阪急・上桂駅に

 

ファミリーコース  １０月２日（日） １１㌔   

堀川通りの七不思議めぐり 
京都市街を南北に貫く大動脈である堀川通りには

古来さまざまな伝説となる七不思議があります。１７０

～１８０年を時を経て隣同士の紫式部と小野篁の墓、

菅原道真の話が残る水火天満宮の登天石など、堀

川通りを北から南へ巡ります。 

受 付 ： 9：３０～１０：００ 地下鉄・北大路駅  

ゴール： ＪＲ京都駅  １３：３０頃 

コ ー ス ： 地下鉄・北大路駅～紫式部と小野篁の

ファミリーコース  １０月１６日(土) １３㌔ 

大仏鉄道とクローバー牧場 
    

ＫＷＡのみならず、多くのハイカーに親しまれてい

る「鉄道遺構コース」です。 近はコロナ禍などで毎

年、直前に例会がキャンセルされてきました。今年は

気候が安定する秋に時期を移し、再挑戦します。 

   

ＪＲ奈良駅を出発、９年間の短命で終わった鉄道コ

ースを辿ります。廃線コース巡りの 後には、美味し

い特別牛乳で地元に知られているクローバー牧場を

訪ねます。 
 
受 付 ： ９：３０～１０：００ ＪＲ奈良線奈良駅 

ゴール： １５：００頃 ＪＲ加茂駅 

コ ー ス ： ＪＲ奈良駅～大仏鉄道記念公園～鴻

ノ池運動公園～鹿川隧道～松谷川隧道～鹿

背山橋台～クローバー牧場～塚穴公園～ＪＲ

加茂駅 

お墓～水火天満宮の登天石～百々橋の礎石

～晴明神社の五芒星額～一乗戻橋～左女牛

井～芹根の水～ＪＲ京都駅 

 

 

      

当時の蒸気機関車と 

クローバー牧場のマーク 

ゴールします。秋の嵯峨野・嵐山をじっくり、散策し

ましょう。 

 

受 付 ： ９：３０～１０：００  

ＪＲ嵯峨野線嵯峨嵐山駅   

ゴール： １４：００頃 阪急・上桂駅   

コ ー ス ： ＪＲ嵯峨嵐山駅～天龍寺～渡月橋～法

輪寺（狛寅）・展望台～松尾大社～地蔵院～阪

急・上桂駅 

参加費： ３００円 

法輪寺 

紫式部と小野篁の墓 
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特別基地 １０月２２日（土）  １３㌔    

第２０５回 時代祭観賞ウオーク 
京都三大祭に数えられる時代祭は、平安遷都１１

００年と平安神宮の創建を祝って１８９５年に始まりま

した。ここ２年間は新型コロナの影響で行列を中止

していましたが、今年３年ぶりに再開されます。沿道

には多くの参観者が見うけられるでしょう。 
    
維新勤皇隊の奏する笛、太鼓の音色を先頭に、

約２㌔にわたる行列で、中でも女人列の皇女和宮

をはじめ、太田垣蓮月、吉野太夫、出雲阿国の華

やかな列では大きな歓声が上がります。コロナ感染

に留意しながら時代絵巻を楽しみましょう。 

ファミリーコース １０月２３日(日) １４㌔ 

山里をのんびり   
微笑み仏達と京都帝釈天の願いの鐘 

今回は、足を延ばして南丹市を歩きます。１２

００年の歴史を誇る古社は、和気清麻呂の創建と

伝えられています。参道入り口から本堂まで１０８

つの願いの鐘があり順番につきながら参道を行

きます。中ほどには“男はつらいよ”ゆかりの「寅

さんの鐘」があります。境内には三神猿や微笑み

の仏たちが癒してくれます。静かな山寺の空気を

味わいましょう。     

  

受 付 ： ９：３０～１０：００ ＪＲ嵯峨野線吉富駅 

ファミリーコース    

魑魅魍魎の世界の妖怪退治

をさぐる   
日   時 ： ８月２１日（日）  曇のち晴 

参加人数： １４９名  距離： １４㌔ 

担   当 ： 森リーダー  
     

ＪＲ二条駅前を出発、二条公園の北にある得

体のしれない化け物・鵺伝説の鵺池と鵺大明神

に参りました。北に進んで陰陽師・安倍晴明を祀

る晴明神社、一条戻橋を経て、京都御苑に至り

ました。御所の鬼門猿が辻に閉じ込められた御

幣を担いで烏帽子を被った猿を見て、下御霊神

社に参りました。三条河原近くの非業の死を遂げ

受 付： ９：30～１０：００  

   ＪＲ京都駅中央改札口駅前広場東側 

ゴ ー ル： １５：００頃 ＪＲ京都駅 

コ ー ス： ＪＲ京都駅～鴨川河川敷～京都御

苑（時代祭観賞）～堀川遊歩道～ＪＲ京

都駅 

参加費： ３００円 

ゴ ー ル： １５：００頃 ＪＲ八木駅 

コ ー ス： ＪＲ吉富駅～西光寺～京都帝釈天

（願いの１０８鐘）～清源寺（木喰仏の

寺）～大堰川緑地公園～ＪＲ八木駅 

  

た豊臣秀次一族の菩提を弔う瑞泉寺を訪れたあ

と先斗町を通り抜けて、四条大橋を渡りました。

東大路から八坂の塔を仰ぎ見ながら登り、清水寺

に至りました。六花亭お茶屋前を通り、鳥辺野の

墓地群を下り、五条坂から五条公園にゴールしま

した。ウオーキングの間は、お天気が持ちました

が、 後のウオーカーがゴールしたとたんに土砂
降りの雨に会い、

ウオークが終わっ

た 後 で 良 か っ た

と、スタッフ一同、

胸をなでおろしま

した 

例会のお知らせ 

出雲の阿国 

例会の活動報告 

御所・猿が辻 

願いの１０８鐘 
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お知らせ    この印は、ＪＲふれあいハイキングの対象です。      

特別基地ウオーク・第２０６回 「東山もみじ」ウオーク   
日 時 ： １１月２６日（土）  

受 付 ： ９：３０～１０：００  ＪＲ京都駅中央改札口駅前広場     

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～法然院～ 

銀閣寺～地下鉄・今出川駅 

距 離 ： １２㌔   参加費： ３００円  
   
第１１０回ふれあいウオーキング教室 
 日 時： １１月１６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、１１月９日（一週間前）までに協会事務局にお申込みください。  

 

 
ファミリーコース     

ラジオ塔遺構めぐり   
   

日   時 ： ８月２8 日（日）  晴れ 

参加人数： １６１名  距離： １2 ㌔ 

担   当 ： 西田リーダー 
   
大正１４年（１９２５）、日本でラジオ放送が

開始されましたが、高価なものであったため、

街頭など人が集まる場所に公衆用放送聴取

施設『ラジオ塔』が設置されました。京都市内

には今でも、７つのラジオ塔遺構が公園に残

されており、今回は代表的な５つを順に巡りま

した。ＪＲ京都駅を出発。東洞院通りを北進

し、 初に御射山公園のラジオ塔を訪ねまし

た。さらに進んで京都御苑をぐるりと周り、中

立売通りから、智恵光院通を進み橘公園のラ

ジを塔を見て、船岡山公園への長い石段を

登ってラジオ塔前のステージでラジねえ指導

の下、ストレッチとラジオ体操をして固まった

足をほぐした後、昼食休憩をとりました。午後は北

大路通りをひたすら東に進み堀川通りで左折し

て、紫野柳公園から萩公園のラジオ塔を経て、地

下鉄・北山駅に無事ゴールしました。 

 夏の終り、少し涼しくなり、風もあって、歩きやす

くなった気候のもと、約１００年前の遺跡を残す京

の街を楽しく歩くことが出来ました。 

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 ４１２名 （８月２５日現在） 

あとがき  

彼岸頃になると、毎年約束したように彼岸花が田んぼの畔を

真っ赤に染め上げます。黄金の稲穂とのコントラストと上を飛ぶ

赤トンボの翅のきらめきに哀愁を覚える秋になりました。 

              ≪編集 阿部・中川･西田≫ 

例会の活動報告 

船岡山公園でラジオ体操 

御射山公園のラジオ塔 

完歩賞６０回の表彰のお知らせ 

令和２年以来、続けてきました完歩賞は、いよいよ９⽉に６０回の完歩を迎えられる⽅が居られます。お
めでとうございます。完歩賞授与は、令和５年２⽉の総会にて⾏いますので、ご了承ください。 


