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京都ウオーキングだより 
            

京都府ウオーキング協会 （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       発行者 森田 裕  
メール連絡は、上記ホームページからアクセス下さい    

     

東北関東大震災のお見舞いを申し上げます       
   

今回の大震災により亡くなられた方々のご冥福をお祈り致します。また被災された皆様に対し

まして心からのお見舞いを申し上げ、一日も早い復興をお祈りいたします。   

京都府ウオーキング協会会長 森田 裕 
 

京都府ウオーキング協会 第 23期定時総会報告 
日時： 3 月 20 日（日） １５：００～１６：００ 

会場： (財)京都教育文化センター   出席者数： ８９名   
   
第２３期総会は、京都教育文化センターに於いて岡部副会長の司会で開会しました。 
森田会長から、「（１）大震災の犠牲者・被災者に哀悼の意を表する。（２）設立２５周年記念事業検

討委員会を立ち上げた。（３）京都ツーデーウオーク 2011は大成功で関係者にお礼を申し上げる。」

との挨拶がありました。引き続き、野村事務局長から２２年度の事業活動報告、並びに２３年度の事

業活動計画の説明がありました。「女たちの京都シリーズウオーク」を目玉として、ウオーク日本１８０

０、例会の実施、基地ウオークの継続的な実施、歩育運動の促進など詳細説明が行われ承認を得ま

した。高瀬会計役から報告された２２年度会計決算と２３年度会計予算も承認されました。 
   
今年は理事の改選年に当たり、新任と再任の理事候補全員が承認され、会長には森田裕理事が再任

されました。 
   

１５年永年功労者表彰では、西岡節子様はじめ９名の方々（４頁に一覧表）に森田会長から感謝状と記

念品が贈られました。その後新役員の紹介、乾副会長の閉会の辞で定時総会は無事終了いたしました。   
                     

 

 

 

 

 
   
 
    
新 任 役 員 の 紹 介 （新任役員のみ掲載します） 
副会長 高瀬 正久  事務局補佐 中野 渉  理事 高橋 尚好 
監事 福島 勝     
幹事 井上 和夫 四宮 祥至 楡井 仁 半田 信夫 土方 和夫 山添 茂治 山道喜代子 

最新情報満載のホームページもご利用下さい。

８９名の会員さんが集合会長の挨拶 永年功労者の皆さん
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平日・ファミリーコース 

５月２５日（水）  １４㌔  

鴨川遊歩道ウオーク 
    

京都山紫水明の地・鴨川の遊歩道を歩きます。平

安期の僧侶が勧進（寄付を募る事）して出来た勧進

橋、京都の難読地名のひとつ水鶏橋（くいな橋）を

巡ります。そして二条城城郭修理の石材が、鳥羽港

で陸揚げされた際に川底に沈み、近年引き揚げら

れた巨石が三石があります。戊辰戦争史跡も巡り、

薫風をお供に楽しくウオークしましょう！ 
  

 

湯けむり５００選パート⑤ 会員限定 

三重 浜島温泉バスウオーク 
恒例のバスウオーク、今年は三重県の５００選を

歩きます。熱田の宮へ向かう「七里の渡し」で知られ

た桑名の街を歩き、日本の心のふるさと伊勢神宮に

参拝、もめんで繁盛した松阪、そして藤堂高虎の城

下を訪ねる歴史ウオークです。また豊富な海の幸を

味わえるなど楽しみ満載のバスウオークです。 
   
日   時： ６月１７日（金）～１８日（土） 

集合場所： 京都駅八条口バスターミナル 

行 程： １７日（金）  

午前：桑名「水と歴史」を巡るみち(三重-02) 

午後：伊勢街道・外宮、内宮へのみち(三重-07)  

１８日（土） 

午前：松阪伊勢街道と松浦武四郎を訪ねる

みち(三重-06)               

午後：城下町「津」を巡るみち(三重-04)  
   

**好評につき空席わずかです｡お急ぎＫＷＡ事務

局までお申込み下さい。** 

健脚コース    
５月２２日（日） １７㌔ 
宇治・新緑新茶ウオーク  
新緑の季節に、日当たりの良い山の斜面に茶

畑が続くのどかな道を巡り、大吉山の展望台から

は、見晴らしの良い景色が広がっています。お茶

の香りがする平等院通りには宇治茶や茶団子を

売る店が軒を連ね、楽しく歩けるコースです。 
   
集 合： 8：４５（9：００出発） ＪＲ奈良線城陽駅 

ゴール： １５：００頃 ＪＲ宇治駅  

コース： ＪＲ城陽駅～鴻巣山～太陽が丘運動公

園～白川林道～大吉山～中の島公園

～ＪＲ宇治駅 

参加費： 会員無料 他協会３００円 一般５００円 

 

 
 
 
 
 
 

ファミリーコース     
５月２９日（日）  １２㌔  

京の七野めぐりウオーク  
   
平安の昔、船岡山の周辺には、紫野、上野、柏

野、北野、平野、蓮台野、内野という七野が広が

り、七野の総社として櫟谷七野神社（いちいだにな

なのじんじゃ）が創建されたと伝えられています。

爽やかな季節にロマンに満ちた七野を歩きます。    
集 合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ嵯峨野線円町駅 

ゴール：１５：００頃 ＪＲ二条駅              

コース： ＪＲ円町駅～北野天満宮（北野）～平野

神社（平野）～柏野小学校（柏野）～上

品蓮台寺（蓮台野）～船岡山～ 

今宮神社（上野）～

大徳寺（紫野）～櫟

谷七野神社～大極

殿跡（内野）～ＪＲ二

条駅    
参加費：会員無料 

 他協会 ３００円  

一般 ５００円 

集 合： ９：４５（10：００出発） JR 京都線京都駅

ゴール： １４：３０頃 JR 長岡京駅 

コース： JR 京都駅～塩小路橋～鴨川遊歩道～

くいな橋～竹田公園～小枝橋～鳥羽離

宮殿跡公園～円面田(えんめんだ)児童公

園～新羽束

師橋～JR 長

岡京駅 

参加費： 会員無料 

他協会３００円 

一般５００円

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。 

鳥羽の巨石 

櫟谷七野神社 水渡神社 宇治の茶畑 
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平日・ファミリーコース 
商家の町並みと八幡堀ウオーク 
   
 日   時： ３月１６日（水） 雪 
 参加人数： １６１名  １４㌔ 
 担   当： 平日ブロック（山田リーダー） 

女たちの京都② ファミリーコース (総会ウオーク） 

日野富子と応仁の乱     
日  時 ：3 月 20 日（日） 曇り 

参加人数：398 名 14 ㌔ 

担  当 ：第 1 ブロック（清水リーダー） 

  

京都ツーデーウオーク 2011 は 
大好評でした 
日時： ３月５日（土）～６日（日）  

  せっかくウオーク ７日（月）  

参加人数： ５日（土）：２４５１名   

６日（日）：２６０６名  ７日（月）：５４名 
    
全ての都道府県から延べ５１１１名ものウオーカーが参

集され、自然、文化と歴史、暖かな人情に触れながら京

都をゆっくりと堪能していただいたウオーク祭典でした。 
    
初日のトップを切って朝 8時に、３０㌔コースが会場

を出発し、祇園・東山～伏見稲荷～鴨川から岡崎公

園にゴールしました。第二陣の２０㌔コースは、門川京

都市長のご挨拶でスタート、しばし市長とご一緒のウ

オークを楽しみました。 
   
２日目は、今回の目玉「二条城の無料公開」と「梅の

名所巡り」を十分に楽しんで頂きました。満開の北野天

満宮では梅香に酔い、幕末の偉業・大政奉還が行わ

れた二条城の大広間で日本の夜明けに感動しました。

２０㌔コースの出発式では、細見副市長から、ご挨拶を

いただきました。 
   
７日（月）には、宇治を巡る「せっかくウオーク」が実

施されました。JR宇治駅をスタート、世界遺産の宇治

上神社で源氏物語のロマンを聞き、ゴールでは茶団

子のプレゼントに喜び、再会を誓い合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

例会の活動報告              

ました。 
昼食後はヴォー

リズ記念館から“て

んびん通り”と名の

付いた道を歩き、

ゴールのＪＲ近江八

幡駅に着きました。

５日前に東北で巨大な地震と津波発生、加えて原

発の事故等の報道に沈んだ気持ちの参加者とスタッ

フで、雪が舞い冷たい風の中を往時の賑わいが偲ば

れる商家を訪ね、きれいに整備された八幡堀へ進み

「あと何キロ？」と問い

かける人もおられまし

た。アンカーがゴール

に到着してから雨が

降り出すタイミングの

良さで、参加者の日

ごろの行いの良さを

印象付けました。 

穏やかな日和に恵まれた一日でした。北野天満宮

では白梅、紅梅がなお鮮やかに咲き競い、宝鏡寺で

は人形展が開かれ、同志社大学前では着物姿の卒

業生が華やかさを競うなど、コースのここかしこで豊

かな春の風物詩が見られました。リズミカルに歩を進

める人もいれば、応仁の乱勃発地とされる上御霊神

社や足利将軍室町第碑など日野富子ゆかりの地で

興味深げに足を止める人もあり、ウオーカーの列が

縦に長く続きました。 

吉田神社付近は最後の登りとあって、スタッフに

ヴォーリズ設計の小学校 

応仁の乱勃発の地（上御霊神社）

門川市長と森田会長 

石塀小路を行く

梅花満開の北野天満宮 
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あとがき  

桜の薄紅の花びらがほころび、華やかに咲いて、風情た

っぷりに散る桜吹雪の移ろいは、どの景色も美しく、その姿

はどこにあっても心踊ります。さまざまな事を思いながら歩

く桜道です。    ≪編集 阿部・岡部・秦・花満・半田≫ 

みんなの広場        「明智光秀を大河ドラマに」 
   

１５年永年功労者表彰おめでとうございます （敬称略）    
    

   
お知らせ     この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。 
   
 ２月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ３９１名  
   
 ウオーキングステーション（WST）を歩こう！    
   
ウオーキングステーション（WST）とは、いつでもだれでも自主的にウオーキングを楽しめるように、日本ウオ

ーキング協会が認定しているものです。京都府ウオーキング協会事務所に設置する WST が、“ウオーキングス

タッフと歩こう！”という企画で実施している行事をご案内します。 
    
第９４回 ４月８日（金） 「京都御所春季無料拝観ウオーク」  約１０㌔ 

集 合： ９：４５  集合場所： JR 京都駅中央改札口を出て東へ３０㍍、京都劇場前広場 
参加費： ３００円(ＪＶＡ認定) 
   
５月の予定 ５月１５日（日） 「葵祭鑑賞ウオーク」  集合は８:４５ですのでご注意下さい  約１０㌔ 
      

 第 41 回 ふれあいウオーキング教室  …… 新スタイルでスタートします         

日時： ５月１１日（水）は開会式・実技  １２日（木）は講義  ともに１０：００～１５：００ 

集合： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口を出て東へ３０㍍、京都劇場前広場 

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）    

申込先： 京都府ウオーキング協会 電話：075-353-6464 ファックス：075-352-4600   
    

 ［歩育]楽しく、健やかに子供と一緒にウオーク  
    
４月２３日（土） 太陽が丘で春を探そうウオーク 集合９：４５ ＪＲ宇治駅 距離 ６．０㌔ 

６月２５日（土） マンガミュージアム体験ウオーク 集合９：４５ ＪＲ二条駅 距離 ５．５㌔ 
     
 ウオークの森活動   毎月第３火曜日 ＪＲ琵琶湖線山科駅前 ９時集合 ４月１９日（火）予定 

              ウオークの森の小径の整備、ベンチ作りなどを行っています。 

西岡 節子 鹿島 墇憲 宮津 雅雄 辻 美代子 坂本 加代子 

坂口 千菊 東 稔広 東 祥子 松尾 和夫  

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 Ｋ

ＷＡ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 ５６２名 （3月 25日現在） 

逆賊のイメージが強い明智

光秀ですが、福知山城主時代に

は由良川の治水に努めた名君

として地元で慕われています。

２年前から福知山のボランテ

ィアガイドとして城や光秀を

まつる御霊神社などを案内す

るうち、光秀を主人公としたＮ

ＨＫ大河ドラマを実現したい

と思うようになり、例会のたび

に参加者に署名してもらってい

ますが、皆さん協力的でうれし

いです。 

ＫＷＡには５年前から参加し

ており、前夜から京都市内に泊

まりウオーク前に西本願寺の御

晨朝(早朝のお参り)に参加する

のも楽しみです。 

田
邊
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市
）


