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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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
    

ビギナーコース  １２月１０日(土) ７㌔   

神社と孔雀と逆さ戌 

ファミリーコース  １２月４日（日） １４㌔   

明智光秀③ 

光秀の最期 

情報満載のホームページもご利用下さい。 

本能寺で主君・信長を討った光秀は、備中高梁

城から急きょ引き上げてきた秀吉と山崎で戦いの末

敗れました。近江坂本城へ敗走の途中、山科小栗

栖で武者狩りに遭い、藪の中から突き出た竹やりに

よって非業の死を遂げました。光秀の 期の地・小

栗栖明智藪から、遺骸が埋められた近くの光秀の

胴塚を巡り、旧東海道を通り 後に、介錯した家来

によって首が埋められた東山の首塚を訪れます。

明智光秀の無念を偲びましょう。 

 コロナ禍で、中止されていた２年前の明智光秀

シリーズがようやく完了します。 

 

 

受 付 ： ９：３０～１０：００    

ＪＲ奈良線六地蔵駅 

ゴ ー ル ： １４：００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～山科中央公

園～旧東海道～光秀首塚～地下鉄・東山駅 
   

先着３００名様に缶バッジ進呈します。 

間もなく師走を迎え、忙しくなる前に、洛東・吉田山

周辺に散在する珍しい神社を巡りましょう。 

初に、全国の田中姓の祖と言われている縁結び

の神社・田中神社を訪ねます。飼育されている、邪気

を払う鳥・孔雀を楽しみましょう。 
次に参道の入口で逆立ちして迎えてくれる備前

焼の狛犬の宗忠神社へ。謂れは不明ですが、歓迎

の意を表しているようです。 
その次は、三重塔への参道脇に座る「アフロヘア

の仏」が迎えてくれる金戒光明寺を訪ねます。ヴァ

イオリニスト・葉加瀬太郎の髪型で有名ですが、実

は正しくは「五劫思惟阿弥陀仏」という仏像で、「五

劫の間、ただひたすら思惟をこらし四十八願をた

て、修行をされた阿弥陀仏」です。長い間、修業を

続け、その結果、髪の毛は伸び放題になり、アフロ

のようになったというありがたい仏さまです。普段、

神社で見られない珍しいものを見ることによりご利益

を頂き、良い年を迎えましょう。 
受 付 ： 9：３０～１０：００  京阪・出町柳駅  

ゴール： 地下鉄・東山駅  １３：００頃 

コース： 京阪・出町柳駅～田中神社（孔雀）

宗忠神社 逆さ戌

～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 

参加費： ３００円 

 

光秀首塚 
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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。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
                   

 

 

 

                                                   

 

 

特別基地  １２月２１日（水） １０㌔   

第２０７回 東寺終い弘法ウオーク 

 

昨年はコロナ禍の制限で、寂しい弘法市でし

た。今年は感染制限も大きく緩和され、従前の参

拝客来訪が期待されます。 
 
参加者は、ＪＲ京都駅前で受付、唐崎西寺公園ま

で移動します。以降、自由に弘法市を散策してもら

います。年末の弘法市では、様々なお正月関連商

品が出品されています。「盆栽、植木、花、飾り物」な

どが、お目当てのお客さんで、大いに賑わうでしょう。

京の師走を味わって下さい。 その後、西本願寺を

経てＪＲ京都駅にゴールします。 

 

 

ファミリーコース  １２月１８日（日） １５㌔   

京の三山めぐり 
平安京を囲むように位置した三山を順に巡りま

す。まず、三つの丘からなる双ヶ岡、今回はふもとを

ぐるりと回ります。 

次に北方守護の神・玄武が宿ると伝えられ、「京都

始まりの地」、「国見の丘」とも言われている船岡山に

登ります。 

後に、吉田神社の境内で神座の岡から「神楽

岡」の名で親しまれる吉田山に登ります。趣の異なる

京都市内眺望を楽しみましょう。 

ファミリーコース １２月２５日(日) １４㌔ 

京の文学散歩  
日本文学で読まれ続けてきた数々の名作で取り上

げられた京都の名所を散策します。順に、吉川英治・

宮本武蔵の三十三間堂、川端康成・古都の八坂神

社、夏目漱石・虞美人草の知恩院、谷崎潤一郎・細雪

の平安神宮の後、西田幾太郎が思索しながら歩いた

哲学の道を進み、南田児童公園で昼食休憩しました。

午後は、森見富美彦・夜は短かし歩けよ乙女の

駿々堂、万城目学・鴨川ホルモーの吉田神社、森鴎

外・高瀬船の高瀬川を巡って地下鉄・京都市役所前

駅にゴールします。 

文学作品の主人公になりきり、時代散策を楽しみまし

ょう。 

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・京都市役所前駅

コース： ＪＲ京都駅～三十三間堂～八坂神社～

知恩院～南禅寺～平安神宮～吉田神社～京

大西寮～高瀬川～地下鉄・京都市役所前駅

 

受 付 ： ８：３０～９：００ ＪＲ嵯峨野線花園駅 

ゴール： 地下鉄・東山駅  １４：００頃 

コース： ＪＲ花園駅～双ヶ岡～船岡山～賀茂

大橋～吉田山～岡崎公園～地下鉄・東山

駅 

 

 

     

受 付 ： ９：３０～１０：００  

ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

ゴ ー ル ： １４：００頃 ＪＲ京都駅 

コ ー ス ： ＪＲ京都駅～梅小路公園～唐橋西

寺公園～東寺（終い弘法）～西本願寺～ Ｊ

Ｒ京都駅 

東寺五重塔 

参 加 費 ： 

３００円 

 

 

船岡山三角点 

高瀬川 
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ファミリーコース    

山里をのんびり微笑み仏達と 

京都帝釈天の願いの鐘  

日   時 ： １０月２３日（日）  晴れ 
参加人数： １２８名  距離： １４㌔ 

担   当 ： 森リーダー  

京都からトンネルを越えて、ＪＲ嵯峨野線吉富駅

（南丹市）までやってきました。吉富駅を出発して

園部川の堤防から、のんびりと山里の中を進み西

光寺に着きました。トイレ休憩をしてさらに進み、

男前豆腐店の工場に建つ「男前の像」を観て、稲

刈り後の間を山に向かって進むと、帝釈天の鐘の

音が聞こえてきて参道口に着き、登りの始まりで

 

  ファミリーコース    

堀川通りの七不思議めぐり 
     

日   時 ： １０月２日（日）  晴れ 

参加人数： ２２９名  距離： １１㌔ 

担   当 ： 前田リーダー 

地下鉄北大路駅を出発して北大路通りを西に

進み、紫式部と小野篁のお墓を訪れました。入口

には、ムラサキシキブの実が生っていました。堀川

通りを下がって水火天満宮に着きました。道真の

伝説が残る「登天石」が鎮座しています。扇町公

園で休憩後、お茶の表千家と裏千家の前を通り、

応仁の乱の合戦地の百々橋の礎石を観て、堀川

通りに戻り南下し安倍晴明を祀る「晴明神社」に

ファミリーコース    

大仏鉄道とクローバー牧場 
          
日   時 ： １０月１６日（日）  晴れ 
参加人数： １１７名  距離： １３㌔ 

担   当 ： 中川リーダー 
       
久しぶりにＪＲ奈良駅に参集しました。受付後、

順次出発、大仏鉄道記念公園を訪れ、大仏鉄

道廃線跡を一路北上、松谷川隧道を見学、大仏

鉄道公園に到着、昼食などの大休止をされてい

ました。公園を発ち、すぐに大仏鉄道コースのシ

ンボルともいえる赤橋に至り、赤煉瓦のしっかりし

た構造が自然の中に光っていました。いくつもの

遺構は里山の中に静かにたたずみ、公共貢献し

ているなど、ユニークな廃線遺構としてマニアに

愛されています。 

本例会のもう一つの目玉、クローバー牧場を訪

ね「採れたての特別牛乳」や「アイスクリーム」を皆

で楽しみ、お土産も注文されていました。 
奈良駅で、子供さんを乳母車に乗せて参加され

たファミリーが元気に牧場に到着されたのには驚

きました。 

着きました。人気スポットで、大勢の参拝客で賑

わっていました。一条戻り橋から、堀川遊歩道を

進み、綾西公園で昼食休憩をとりました。さらに

堀川通りを南下し、京の名水「左女牛井（さめが

い）」、まだ青い西本願寺の「逆さ銀杏」、梅ケ枝

の手水鉢、芹根の水（京の名水）を観た後、京都

駅横の東塩小路公園にゴールしました。少し暑

 

例会の活動報告 

す。本堂まで７００ｍの参道に沿って立ち並ぶ願い

の１０８の鐘を突きながら苦しさを忘れ登りました。中

ほどに寅さんの鐘もありました。あっという間に 後

の急な石段を登り本堂にお参りしました。折り返し、

坂道を下り再び山里の風景を楽しみながら、新庄郷

育館から通り堂（文覚堂）の前を通り、巴御前の墓

加茂駅の「大仏きっち

ゃ」喫茶店をゴール

に、今回の例会を閉

じました。久しぶりの

廃線ウオークに心が

躍りました。 元気な岡田ファミリー

鐘を叩きながら登る 

とされる五輪塔を見

てＪＲ八木駅にゴー

ルしました。のんび

りと里山の一日を

楽しんでいただきま

した。 

かったですが京

都 の 町 を北 か ら

南へ、ずっと下り

の快適なウオーク

でした。 

左女牛井の碑 
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お知らせ       
特別基地第２０８回 泉涌寺七福神めぐり   
日 時 ： ２０２３年１月９日（祝・月）  

受 付 ： ９：３０～１０：００  ＪＲ京都駅中央口駅前広場       

コース： ＪＲ京都駅～三十三間堂～泉涌寺（七福神）～九条通～ＪＲ京都駅  １０㌔   参加費： ３００円  
   
第１１１回ふれあいウオーキング教室 
 日 時： ２０２３年２月１６日（木） 

 集 合： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

 教 室： NPO 法人京都府ウオーキング協会事務所など     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、２月９日（一週間前）までに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 ４１５名 （１０月２５日現在） 

あとがき  

北山の沢の池は、時代劇のロケ地として有名ですが、晩秋に

なると、周りの山が色付いてハイカーで賑わいます。晴れた日に

は、エメラルドに透き通った池面に映る紅葉に癒されます。7 

  ≪編集 阿部・中川･西田≫ 

特別基地 第２０５回  

時代祭観賞ウオーク 
    

日   時 ： １０月２２日（土）  晴れ 
参加人数： １８４名  距離： １３㌔ 

担   当 ： 竹中リーダー 
    
 ＪＲ京都駅を出発、一路北上し御苑堺町

休憩所付近から、自由に行列を見学しました 

皇女 和宮 大原女 

１２時、平安騎馬隊に先導され行政幹部の

馬車、各種プラカードが引き続きました。維新時

代では、鼓笛隊、西郷隆盛、坂本龍馬が行列し

ました。江戸時代に入り、皇女和宮、などが進み 

室町時代に至り、大原女、桂女、静御前が進み

ました。時々披露する演舞にも観客の大きな拍

手が上がっていました。 

後尾は大原女の優雅な行列で閉じました。 

例会の活動報告 

例会中止のお知らせ 
１１⽉１０⽇(⽊）ウオーキング基地ゴトウスポーツ主催の「鷹峯・光悦村を訪ねて」、並びに１１⽉１２
⽇(⼟)開催の「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。  


