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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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    

ファミリーコース  １１月６日（日） １１㌔   

明智光秀② 

天下分け目の山崎合戦 

情報満載のホームページもご利用下さい。 

ファミリーコース  １１月１７日(木) １２㌔   

産業遺産赤レンガウオーク 

天正 10 年（1582）、本能寺で織田信長を討った

明智光秀と、中国地方遠征から急遽とってかえし

た羽柴（豊臣）秀吉は山崎で対峙。戦いの焦点

は、どちらが天王山を制圧するかにあったため、

“天下分け目の天王山”と言われました。 

この地の”旗立松“の樹上高くに秀吉軍が千成

瓢箪の旗印を揚げたところ、軍の士気が高まり戦

に勝利したと伝わっています。この松の横にある

展望台から京都市内を一望した後、山﨑合戦古

戦場跡、明智光秀本陣跡を巡り、合戦から敗走し

た光秀が 後の夜を過ごした勝龍寺城跡を訪

ね、ＪＲ長岡京駅にゴールします。明智光秀の無

念の跡を辿りましょう。 

 受付時間： ９：３０～１０：００   ＪＲ京都線山崎駅 

ゴ ー ル ： １４：００頃 ＪＲ長岡京駅   

コ ー ス ： ＪＲ山崎駅～離宮八幡宮～寶積寺 

～観音寺～山崎合戦古戦場跡～明智光秀

本陣跡～勝竜寺城公園（勝龍寺城跡） 

～ＪＲ長岡京駅 
   

先着３００名様に缶バッジ進呈します 

“京都のレトロ建物”というと「京町家」のイメージ

が強いですが、明治時代からの近代化施策に伴い

数々の建物が建てられました。特に赤レンガを基

礎とした建物は、産業遺産のみならず、その美しい

姿が、歴史遺産として今日も親しまれています。 

ＪＲ京都駅から、七条通りに建つ京都国立博物館

を訪ねます。優雅な景観に加え、著名な芸術品展

示で京都のシンボルとなっています。円山公園から

長楽館、さらに南禅寺界隈に至り、ネジリまんぽ～

インクライン～琵琶湖疏水・水路閣と産業振興遺産

群を訪ねます。 

多くの市民の学びを支えてきた、岡崎公園の京

都府立図書館を訪ね、三条通に至ります。ここは

“レトロ建築のショールーム”と言われるほど、由緒あ

る建物を見ることが出来ます。旧北國銀行と旧第一

銀行の美しい建築を訪れてゴールです。 

受 付 ： 9：３０～１０：００ 

ＪＲ京都駅中央口駅前広場   

ゴール： 地下鉄・四条駅  １３：３０頃 

コース： ＪＲ京都駅～京都国立博物館旧本館・正

門（旧帝国京都博物館）～長楽館～ネジリまんぽ

～インクライン～琵琶湖疏水・水路閣～京都府立

図書館～京都ダマシングカンパニー（旧家辺徳

京都国立博物館

時計店）～中京郵

便局（旧京都郵便

電信局）～地下

鉄・四条駅 

旗立松 
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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。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
                   

 

 

 

                                                   

 

 

ウオーキング基地  １１月２３日（祝・水） 14 ㌔   

桂川・東海自然歩道めぐりＷ 

 

ＷＳＴ京都アクアリーナを出発して、桂川河川

敷のサイクリングロードを、嵐山に向けて北進しま

す。嵐山中ノ島公園に至り、昼食休憩を取りま

す。午後は、渡月橋の雄姿と愛宕山を眺めた後

十三詣りで有名な法輪寺に参ります。展望台から

嵯峨野から京都市内の景色を楽しみましょう。 

西山のふもとの道を南にたどり、お酒の神様・

松尾大社に到着。その後さらに南に下り、月読神

社、人気スポット・鈴虫寺（華厳寺）を経て、松尾

谷の樹齢５００年の椋の木を見て、西大橋を渡り

京都アクアリーナにゴールします。嵐山の紅葉を

愉しみましょう。 

 

ファミリーコース  １１月２０日（日） １４㌔  

秋の洛西２大タウンを訪ねて
JR・桂川駅を出発。２０１４年オープンしたイオンモ

ールを中心とするショッピングセンターで、スーパー

に飲食店街、服屋さんに映画館と何でも揃って、“現

代版ニュータウン”と言われている地域を巡った後、

１９７６年から入居が始まった歴史ある“本家ニュータ

ウン”と言われている洛西ニュータウンを訪ねます。

夫々歴史と趣向の異なる２大タウン、美しい紅葉に

彩られている風情を楽しんでみましょう。 
    

特別基地ウオーク １１月２６日(土) １２㌔ 

第２０６回「東山もみじ］ウオーク 
 
晩秋の京都は、格別の紅葉に包まれ、各地から多

くの観光客が訪れ大変賑わいます。東山界隈を散

策して、南禅寺、永観堂、哲学の道、安楽寺、法然

院などの錦のもみじを訪ねます。 

今年も、ＫＷＡ自慢の京都の秋を、ご案内します。

 

受 付 ： ９：３０～１０：００  

ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

ゴール： １４：００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～ 

哲学の道～霊鑑寺～法然院～銀閣寺

～地下鉄・今出川駅 

 

参加費：３００円 

受 付 ： 9：３０～１０：００ ＪＲ京都線桂川駅  

ゴール： ＪＲ桂川駅  １４：００頃 

コース： ＪＲ桂川駅～洛西竹林公園～新林池公

園～桂坂公園～御陵公園～樫原公会堂～ＪＲ

桂川駅 

 

 

     

受 付 ： ９：３０～１０：００  

         京都アクアリーナ（阪急・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～嵐山中ノ島公園～法

輪寺～松尾大社～鈴虫寺～京都アクアリーナ

 

参 加 費 ： ３００円 

 

 

法輪寺 

永観堂の紅葉 

イオンモール桂川店
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  ファミリーコース    

京の元祖と本家を訪ねる 
     

日   時 ： ９月１１日（日）  晴 

参加人数： １４６名  距離： １０㌔ 

担   当 ： 池内リーダー 
  
快晴のＪＲ京都駅前を出発し、先ずは京都ラー

メン発祥地の、本家第一旭と新福菜館本店前を

過ぎました。今日も早朝の店前には大勢のお客さ

んが並んでいました。五条児童公園でトイレ休憩

後、木屋町通りから松原通、麩屋町通りを北に進

んで、千枚漬け発祥の老舗・大藤本店に着きまし

た。白地に黒く染められた「大藤」の暖簾に老舗

の貫録を感じました。 
姉小路の蕎麦ぼうるの総本家河道屋を訪れま

した。三条通を東進し、三条京極を抜けて、三条

大橋を渡り東山三条から南に進み、帆布で鞄を

作って売る店の前を通り、祇園石段下から円山公

園に進み、いもぼう平野家本家といもぼう平野家

本店に至りました。円山公園でトイレ休憩をすま

し、知恩院三門前を神宮道へと進み、何やら大音

ファミリーコース    
聖徳太子没後 1400 年 

太子道･千代の古道からお月見へ 
 

日   時 ： ９月１５日（木）  曇のち晴 
参加人数： １４９名  距離： １４㌔ 

担   当 ： 森リーダー  

  ＪＲ円町駅を出発し、佐井通りを南に進みまし

た。太子道を右折し西へ進みました。聖徳太子

を祀る太秦広隆寺に向かう道は、太子道と呼ば

れています。 

 天神川を越えてさらに進み、蚕ノ社に着きまし

た。正式には木島神社といわれています。帰化

人秦氏がもたらした、養蚕を祀る神社で、境内の

元糺すの池には珍しい三角の鳥居が鎮座しま

す。 

 蚕ノ社を過ぎて、広隆寺前から右折して広隆寺

の外塀に沿って進み、太秦映画村の中を通る道

を進みます。左右に撮影に使われるセットの古い

街並みが見えました。 

 ＪＲ嵯峨野線のガードを潜って、丸太町通りに

出て左折し西に進みました。常盤野児童公園を

過ぎて、丸太町山越を右折して進みます。一条

山越を左折して、広沢の池に着きました。五山

送り火ウオークのとき賑わっていた、池の茶屋も

ひっそりしていました。 

 児神社の前の横断歩道を渡り、緩やかな棚田

になっている中を貫く千代の古道を進みました。

正面の雄大な愛宕山に向かって進み、大覚寺

に着きました。さらに進んで、有名な豆腐屋の前

を通り、清凉寺前を左折して丸太町通りから、ＪＲ

嵯峨嵐山駅にゴールしました。日差しはありまし

たが、秋らしいウオークでした。 

 
     

量の鳴り響く岡崎公園に着き、昼食としまし

た。昼食中も大音量のダンスミュージックが鳴り

響き、落ち着かない昼食でした。 
 昼食休憩後、平安神宮前を通って丸太町通

りから、春日北通りを西に進んで、向かい合わ

せに建つ聖護院八ツ橋総本店と本家八ツ橋

西尾老舗を訪れました。お土産にあん入り生

八ツ橋などを購入されたウオーカーも多くおら

れたと店の人が喜んでおられました。 後は東

大路を南進し、地下鉄東山駅にゴールしまし

た。暑いウオークでした。 

例会の活動報告 

三角の鳥居 

千枚漬の大藤 



（4）  第１８７号   京都ウオーキングだより (１０月号)       ２０２２年（令和４年） １０月１日発行 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
      
お知らせ       

ビギナーウオーク  神社と孔雀と逆さ戌   
日 時 ： １２月１０日（土）  

受 付 ： ９：３０～１０：００  京阪・出町柳駅       

コース： 京阪・出町柳駅～御蔭通り～田中神社（孔雀）～白川疏水～宗忠神社（逆さ戌）～金戒光明寺～

平安神宮～白川～地下鉄・東山駅   ７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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の観にウオーク     

京都東山ウオーク① 健脚コース 

 日 時 ： １０月９日（日） 

  受 付 ： ８：３０～９：００ ＪＲ奈良線稲荷駅

  コース： ＪＲ稲荷駅～伏見稲荷大社～大岩

山展望台～伏見桃山城～ＪＲ桃山駅 

   （＊長い登りコースを避けるため、集合場

所とゴール地を逆にしています。） 
    

京都東山ウオーク② 健脚コース 
 日 時 ： １１月１３日（日） 

  受 付 ： ８：３０～９：００ ＪＲ奈良線稲荷駅 

  コース： ＪＲ稲荷駅～伏見稲荷大社～今

熊野観音寺～東山山頂公園～将軍塚

～地下鉄・蹴上駅 

魔界巡り③  ファミリーコース 

罪人をあの世に送る道 
  日 時 ： １２月１１日（日） 

  受 付 ： ９：３０～１０：００ ＪＲ嵯峨野線二条駅 

 コース： ＪＲ二条駅～六角獄舎～京都神田明

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 （９月２５日現在） 

あとがき  

澄んだ秋晴れの空の下を歩くのは気持ちがいいものですね。

菊の咲くころ青空が広がるのを菊晴れと言うそうです。菊は仙人

の住むところに咲くと言われ、菊に降りた朝露で体を拭うと、長寿

になると言われています。  ≪編集 阿部・中川･西田≫ 

例会のお知らせ 

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。 
 なお、完歩賞は本年末をもって、終了といたします。

協賛例会中止のお知らせ 
11 ⽉ 3 ⽇開催予定の「美⼭かやぶきの⾥ワンデーマーチ」、並びに 11 ⽉ 12 ⽇開催予定の「京⽥辺市
主催・第 24 回⼀休さんウオーク」は、中⽌となります。 

神～十念ケ辻～六条河原～ＪＲ京都駅 

京都神田明神


