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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       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    
 

特別例会 琵琶湖疏水と大文字観望 & 

第２１回 京都五山送り火ウオーク 雨天決行    
 京都の夏の夜空にくっきりと浮かび上がる「五山の送り火」は、暑い京都の夏を彩る一遍の風物詩です。 

東の大文字から西に向かって妙法、舟形、左大文字、鳥居と点火される送り火は静かに燃え続け、京都は

幻想的な雰囲気に包まれます。 
   
特別例会 ８月１５日（木） 琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク  １３㌔  団体歩行 
集  合 ： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ琵琶湖線山科駅 
ゴ ー ル ： １５：００頃 京阪・出町柳駅 
コ ー ス ： ラクト山科公園～琵琶湖疏水～天智天皇陵～永興寺前広場～日ノ岡第１１号橋～田辺朔郎博士

の像～南禅寺～岡崎公園～金戒光明寺～吉田山～百万遍～京阪出町柳駅 
参 加 費 ： 事前申込５００円 当日申込７００円 （コース地図、飲み物、傷害保険）中学生以下無料 
鴨川納涼床 ８月１５日（木）１６：００～１８：００ 先着５０名様 参加費： ６３００円（飲み物、食事） 
  ご注意：納涼床は１５､１６両日を事前予約された方に限定させていただきます。 

 
特別例会 ８月１６日（金） 第２１回京都五山送り火ウオーク 京都－０２・０７  自由歩行 
受付開始： １１:００  出発式： １１：３０ 
集合場所： 嵐山中ノ島公園（阪急嵐山駅より徒歩５分 ＪＲ嵯峨嵐山駅より徒歩１３分） 
ゴ ー ル ： １５：００～１８：００  出町柳鴨川河川敷  最寄駅： 京阪・出町柳駅 
コ ー ス ： ＜２５㌔＞嵐山中ノ島公園～嵯峨野～船岡山～今宮神社～上賀茂神社～深泥池～高野橋～ 

出町柳河川敷 
   ＜１７㌔＞嵐山中ノ島公園～嵯峨野～船岡山～北大路通り～賀茂川～出町柳河川敷 

参 加 費 ： 事前申込１０００円 当日申込１２００円（参加賞、バッジ、コース地図、飲み物、傷害保険） 
  ２日間事前申込：１５００円（ただし京都府ウオーキング協会会員は１３００円）中学生以下無料 

★大文字観賞： ２０：００に点火します ★船岡山ドリンクサービス： １３：００～１５：００ の間です。  
★両日共ＪＲふれあいハイキングの対象です。    

 
 

情報満載のホームページもご利用下さい。 

大文字火床を観望 嵐山・中ノ島公園での出発式 船岡山でのドリンクサービス
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健脚コース ７月 7日（日） １６㌔ 
旧東海道本線ウオーク  

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーコース ７月２８日（日） １２㌔ 

１８００W 綾部市大会 

グンゼと大本発祥の地を訪ねるＷ 

平日・ファミリーコース ７月１１日（木）１２㌔

産業遺産シリーズ② 
赤レンガウオーク 

京都に残る赤レンガの歴史的建物を訪ねます。

当時の銀行や教会などの斬新な建物から設計者の

熱意や隆盛な産業を思い浮かべて下さい。 
   
集 合：９：４５ （１０：００出発） ＪＲ京都駅中央改札口
ゴール： １４：３０頃  ＪＲ二条駅 
コース： ＪＲ京都駅～東本願寺総会所塀～中

信東五条店（旧村井銀行五条支店）～北国銀

行京都支店（旧山口銀行京都支店）～ダマシ

ングカンパニー（旧家辺徳時計店）～京都文

化博物館（旧日本銀行京都支店）～中京郵便

局（旧京都郵便電

信局）～京都御苑

～京都府庁旧本館

～ＪＲ二条駅 
参加費： 会員無料 

 他協会３００円 

 一般５００円 

綾部市は京都府のやや北部に位置する、周囲

を山に囲まれた人口３５０００人の静かな都市です。

グンゼ、新宗教「大本」発祥の地としても知られてい

ます。今回は市街地の中央を直角に流れる由良川

をはさんで、反時計回りに山の裾野を巡ります。 

大本長生殿を経て旧綾部大橋を渡り少し登ると

昼食地の紫水ケ丘公園。ここから綾部市市街の素

晴らしい眺望が見渡せます。白瀬橋で由良川を再

び渡り、グンゼ博物苑前を経て、ＪＲ綾部駅にゴー

ルします。   

集  合： ９：４５ (１０：００出発)  ＪＲ山陰線綾部駅
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ綾部駅 

コース ： ＪＲ綾部駅～藤山～大本長生殿～旧

綾部大橋～紫水ヶ

丘公園～白瀬橋～

グンゼ博物苑～ＪＲ

綾部駅 

参加費： 会員無料 

他協会３００円  

一般５００円 
グンゼ博物苑

特別基地  ７月１７日（水）  １０㌔  

第１１５回 祇園祭観賞ウオーク 

古くは平安時代に疫病、災厄の除去を祈った祇

園御霊会を始まりとする八坂神社の祭礼です。７月

１日の「切符入り」から３１日の「夏越祓」まで１か月

にわたり様々な神事、行事が行われます。 
山鉾巡行では、見事な美術工芸品で装飾された

重要有形民俗文化財の山鉾が公道を巡るため、動

く美術館とも例えられています。今年も京都に夏を

告げる祇園祭を楽しんで下さい。 
    
集  合： ８：４５（９：００出発） ＪＲ京都駅中央改札口

ゴール： １４：３０頃 KWA 事務所  

コース： 平安神宮・八坂コース 

参加費： ３００円  

旧逢坂山隧道入口

氷の彫刻 長刀鉾

京都文化博物館

鉄道国有化が叫ばれ、大津と京都を結ぶ幹線路

として明治１３年に開通した旧東海道本線は、当時

の土木技術を結集したものでした。その遺跡を訪ね

往時の苦労に思いを巡らせましょう。 
   
集 合 ： ８：４５ （９：００出発） ＪＲ琵琶湖線大津駅 

ゴール： １５：００頃  ＪＲ稲荷駅  

コース： ＪＲ大津駅～京阪浜大津駅～旧逢

坂山トンネル～井筒八ツ橋本舗追分店～

大宅御所田公園～大宅一里塚～旧山科

駅跡碑～勧修寺

観光農園～稲荷

駅ランプ小屋～ＪＲ

稲荷駅 

参加費： 会員無料 

  他協会３００円 

 一般５００円 
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例会の活動報告                                                          
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 

 
                                                   

 

 

 

 

ゴールデンウイークは京都の基地を歩こう！  
 ７日間好天に恵まれ、各基地ではお菓子や景品

の抽選会が用意されました。昨年の実績を上回る

総数２１９６名の参加者で、記録を更新しました。 
７日間完歩の方３８名には、記念品を贈呈しまし

た。   
    
御室・仁和寺・妙心寺W 
 ４月27日（土） 晴れ 
参加人数： ２６７名 
レストラン嵐山       
 
                  

亀山城城下町巡りＷ 
 ４月２８日（日） 晴れ 
参加人数： ２３５名 
トロッコ列車・ふる里の店 

   

琵琶湖疏水と旧東海道Ｗ 
 4月２９日(祝・月) 晴れ 
参加人数： ４０７名 
 きょねん屋山科店 
 

長岡天神つつじ観賞Ｗ 
５月３日(祝・金) 晴れ 
参加人数： ４６８名 
 ナガオカスポーツ 

 

新選組と錦市場Ｗ 
５月４日(祝・土) 晴れ 
参加人数： ３３６名 
 タカシマヤ京都店 

   

大井手用水と恭仁京を訪ねるＷ

５月５日(祝・日) 晴れ 
参加人数： １９３名 
カフェ・リュン加茂駅前

     

京の町並みめぐりＷ 
５月６日(祝・月) 晴れ 
参加人数： ２９０名 
 スポーツパレットゴトウ 
 

特別基地 

第１１４回 葵祭観賞ウオーク    

日   時： ５月１５日（水） 晴れ 
参加人数： ３４９名  距離： １０㌔ 
担   当： 特別基地 （清リーダー）   

晴天に恵まれ、京都駅を出発して鴨川沿いでは、

西側には料理屋さんの納涼床が多くしつらえられ、

京都の夏の風情を感じながら歩きました。 
御所に着くと葵祭の行列が始まりかけていました。

青空の下、観光客も多く写真撮影スポットでは脚立

に乗って撮る人達でいっぱいでした。 
ヒロインの斎王代や女人列が近づくと、雅な美しさ

に歓声が上がっていました。昨年は雨でしたが、今

年は五月晴れの葵祭でした。 

ファリーコース  
おこしやす京の五花街ウオーク 
日   時 ： ５月１９日（日） 晴れのち雨 

参加人数： ２９８名  距離： １４㌔ 

担   当 ： 第５ブロック （清リーダー） 

天気を気にしながら京都駅をスタート。街路樹

の緑がまぶしい川端通りを経て、最初に宮川町花

街へ。歌舞練場まえで粋な着物姿の女性に見と

れました。建仁寺を過ぎ混雑の激しい祇園界隈

（祇園甲部、祇園東の歌舞練場）では、観光客と

修学旅行生に出会い、花街の雰囲気は味わえず

に通過。先斗町の狭い通りを経て京都御苑で昼

食休憩しました。 
午後の出発に合わせ雨が降り出し、上七軒で

花街の雰囲気を味わいました。北野天満宮では、

芸妓さんの名入りの団

扇が当たる抽選の特典

があり、大いに盛り上が

り、その後無事ＪＲ円町

駅にゴールしました。 
 

宮川町花街を行く

鴨川河川敷を行く 斎王代
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みんなの広場   仲間に感謝   

 

 
   

   
お知らせ    この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。 
    
４月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ２０４名  
    
 ウオーキングステーション（WST）を歩こう！  

 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１１６回 ９月１９日（木） 「平安神宮庭園無料拝観ウオーク」   約１０㌔ 
 集 合： ９：４５    集合場所： JR京都駅中央改札口  （京都劇場前広場） 
 参加費： ３００円   
 

第５４回 ふれあいウオーキング教室  
 
日 時： ７月１０日(水) 

集 合： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口 （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） 

受講費： １０００円    

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  
   
８月１日（木）  京都府警本部見学ウオーク     約５㌔ 
  集 合： ９：００     集合場所： ＪＲ嵯峨野線二条駅  参加費： ２００円 

 事前予約制で、先着８０名様です。希望者は協会宛ての電話・FAX で予約ねがいます。    

 

 あとがき       
バラの花はピンク、赤、白、黄色と、たくさんの色があり、良

い香りで香水にも使われています。京都府立植物園のバラ園

には約２５０種２０００本のバラが植えられ、京都で最大級のバ

ラ園として知られています。≪編集 阿部・西田・秦・花満≫ 

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 ６３４名 （５月２９日現在） 

高いところが大好きで、日本一の

お山に何の苦労もなく登ってしまっ

た。今考えると ゾ～ッとするような

格好で・・・・。高いところから見る景

色の良さや、汗ばんだ肌に心地よ

い冷たい風。山って良いよね～。山

ガールならぬ ババ（婆）ガールの

始まりでした。 

次に目覚めたのは、福井県出身

の私が鯖街道に興味を持ち、京都

府ウオーキング協会に入会させて

頂いたのが平成１４年。あれから１１

年、歩くのが楽しくて楽しくて… 

ウオーキング仲間も増えました。 

卒業高校の先輩と同窓会関西支部で

「歩こう会」を発足させ、こちらも先輩

後輩達とお喋りしながら、歩く楽し

さを満喫しています。 

還暦を過ぎてから今度は海へ。

今ダイビングの世界に足を突っ込

み、お魚たちと泳いでいます。と言

う私、実はカナヅチですが。 

山に陸に海に、健康なればこそ 

健康に感謝の毎日です。 

平
井 

し
の
ぶ
さ
ん 

（
八
幡
市
） 

大正池公園にて


