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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 （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  
               

今年もゴールデンウィークは京都の基地Ｗで !!  
   
４月２６日（土） 基地「トロッコ列車・ふる里の店」 

集合場所： JR 嵯峨野線亀岡駅 

コ ー ス： 七谷川桜公園ウオーク     １５㌔  
 
４月２７日（日） 基地「ナガオカスポーツ」 

集合場所： ＪＲ京都線長岡京駅 

コ ー ス： 長岡天満宮つつじ観賞ウオーク １５㌔ 
 
４月２９日（祝・火） 基地「タカシマヤ京都店」 

集合場所： ＪＲ京都駅（中央改札口）  

コ ー ス： 新選組ウオーク          １３㌔ 
 
５月３日（祝・土） 基地「カフェ・リュン加茂駅前店」  

集合場所： ＪＲ大和路線加茂駅 

コ ー ス： 大井手用水と恭仁京を訪ねるウオーク  １２㌔ 
 
５月４日（祝・日） 基地「スポーツパレットゴトウ」 

集合場所： JR 嵯峨野線二条駅 

コ ー ス： 京の町並み巡りウオーク    １３㌔   
 
５月５日（祝・月） 基地「レストラン嵐山」 

集合場所： 嵐山・中ノ島公園（JR 嵯峨嵐山駅） 

コ ー ス： 御室仁和寺・妙心寺ウオーク  １５㌔ 
    
５月６日（振休・火） 基地「リカーコレクション龍野」 

集合場所： ＪＲ琵琶湖線山科駅 

コ ー ス： 琵琶湖疏水と旧東海道ウオーク １２㌔   
 
集合時間： ９:４５（１０:００出発） 雨天決行 

参 加 費 ： ３００円  ※７日間完歩された方には記念品を進呈します 

 

 

 

 

 

 

全コース共 

ＪＲふれあいハ

イキングの対象です

速報 NPO 法人京都府ウオーキング協会通常総会開催
   

２月２３日（日）キャンパスプラザ京都にて NPO 法人資格取得後、最初の総会が開

催されました。 

森田会長からは「発足３０周年を目指した新たな挑戦」が述べられ、議案に移りまし

た。「昨年度の事業と会計報告」ならびに「今年度の事業計画と予算」が提案され、す

べて満場一致で承認されました。新役員構成が報告され、引き続き６名の会員に「功

労賞」が、森田会長から授与されました。 

 総会の詳細は、本紙４月号にて報告いたします。 森田会長 
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ファミリーコース       自由歩行 
３月３０日（日） １３㌔ 先着５００名様にバッジ進呈 
軍師官兵衛② ｢これぞ黒田武士｣ 

健脚コース   ４月２０（日） １８㌔ 

嵐電ウオーク「読めるかな駅名」 

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     自由歩行 

４月１３日（日） １３㌔ 先着５００名様にバッジ進呈 

軍師官兵衛③「如水最後の大博打」
   
 「如水」と改名した官兵衛は、秀吉の死後、九州中

津に隠居します。関ヶ原合戦は長引くと読み、九州

を制覇した力で天下を取ろうと旗揚げしましたが、息

子・長政の活躍で合戦は早く終わり、野望は消えま

した。 
今回は、如水の京での屋敷跡や、親子の遺髪を祀

る寺院などゆかりの地域を巡ります。桜も美しくウオ

ーカーの心を和ませてくれることでしょう。  
集 合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ嵯峨野線二条駅
ゴール： １４：３０頃  地下鉄・丸太町駅 
コース： ＪＲ二条駅～平安京大極殿跡～聚楽第跡

～如水町～晴

明神社～大徳

寺・龍光院～地

下鉄丸太町駅

参加費： 
 会員無料 
他協会 300円

 一般 500円 

特別基地  ４月９日（水）  １０㌔  

第１２３回 御所無料拝観Ｗ  

御所の無料拝観の楽しみは、広い庭園に植えら

れている桜、朱色の柱と白壁の回廊に置かれた生け

花や立派な襖絵等たくさんあります。平安時代に始

まった寝殿造りから室町時代の武家造りへと移行す

る様式が見て取れる貴重な建築が拝観できる楽しみ

もあります。京都の名産を売る出店もあり、春の一日

ゆっくり拝観して下さい。 
集 合： ９：４５ （１０：００出発）ＪＲ京都駅中央改札口

ゴール：  １ ４ ： ３ ０頃 

KWA 事務所 

コース： ＪＲ京都駅～

京都御苑～ＪＲ京

都駅 

参加費： ３００円 

天下の二君（秀吉と家康）に仕えた官兵衛は伏見

城に務め、知恵者として秀吉に愛され、かつ恐れら

れていました。酒豪の家臣が福島正則から名槍を呑

み取った黒田節逸話に因み、伏見の酒蔵を巡りま

す。緑の多い伏見城跡付近から、名水湧き出る御香

宮を経て、多数の酒蔵が建ち並ぶ伏見界隈を訪ね

ます。幕末の歴史舞台に登場する名跡が多数あり、

歴史ウオークも楽しみましょう。 

集 合： ９：４５（１０：００出発） JR 奈良線藤森駅 

ゴール： １４：３０頃 JR 桃山駅 

コース： 藤森神社～北堀公園～伏見桃山城～伏見

城石垣跡～御香宮神社～伏見銀座跡～寺田屋～

松本酒造～伏

見港公園～JR

桃山駅 

参加費： 

会員無料  

他協会 ３００円 

一般 ５００円  

１０４年前に嵐山電車軌道(株)が、四条大宮～

嵐山に路線を開通、大正１４年に現在の全路線が

完成しました。沿線には史跡や花の名所が数多く

存在し、四季折々観光客で賑わっています。 

北野白梅町駅から嵐電路線沿いにウオーク、歴

史旧跡を巡り、大映キネマストリートにも足を伸ば

し、四条大宮駅にゴールします。難読な駅名にも

挑戦して下さい。 

集 合： ８：４５（９：００出発）ＪＲ嵯峨野線・円町駅 

ゴール： １５：００頃 嵐電・四条大宮駅 

コース： ＪＲ円町駅～北野白梅町～常盤野児童公

園～嵐山中ノ島公

園～車折神社～

壬生寺～嵐電四

条大宮駅 

参加費： 

会員無料 

他協会３００円  

一般５００円
御所 

一条戻り橋（晴明神社）

松本酒造 

車折神社駅 （読めるかな？）
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例会の活動報告                                                  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

 

 

 

 

健脚コース  総会ウオーク 
京洛八社巡りウオーク 
 日   時： ２月２３日（日） 曇りのち晴れ 

 参加人数： ２９１名     距離： １８㌔ 

 担   当： 第３ブロック （高橋リーダー） 
 

ファミリーコース 軍師官兵衛① 自由歩行 
「秀吉に天下を取らせた男」 
日   時 ： ２月１１日（祝・火） 晴れ  

参加人数： ７１１名  距離： １１㌔ 

担   当 ： 第３ブロック （高橋リーダー） 
   
  

歩育コース 京エコロジーｾﾝﾀｰ見学Ｗ
 日   時： ２月１日（土） 曇り 

 参加人数： ７３名    距離： ５㌔ 

 担   当： 歩育ブロック （野村リーダー） 

 

      
     
 

 

ファミリーコース   第４回 

西大路七福社ご利益めぐりＷ 
 日   時： １月１９日（日） 曇りのち雪 

 参加人数： ２２９名     距離： １４㌔ 

 担   当： 第２ブロック （寺澤リーダー） 
 
 今冬 

八番目の文子天満

宮では、白梅が艶

やかに咲いていま

した。 

参加者は皆ご利

益を得て、健やか

に賢くなった気がし

た例会でした。  

軍師官兵衛シリーズ第１弾では、「謀反光秀を打

つべし」と秀吉に進言、山崎合戦で勝利を収めた舞

台を訪ねました。寒い朝にも拘わらず多くの参加を

頂き、先着５００名様には、シリーズバッジに加えバ

レンタインデーチョコもお渡ししました。 

光秀敗退時の隠れ家・勝竜寺城（公園）を訪ねた

後、合戦の舞台山崎に向かい、山崎聖天前・桜の広

場ではＫＷＡ語り部の官兵衛逸話に聞き惚れました。

旗立松展望台から山崎合戦の地を眺め、数ヶ所

に設けられている合戦描写パネルの前では、大山

   
寒い朝でしたが元気に出発しました。最初に伏

見稲荷・千本鳥居をくぐって奥社の裏手にある「お

もかる石」を、おっかなびっくり持ち上げてみました。

コース途中の虫歯に効き目のある「ぬりこべ地蔵」で

は、こどもたちが真剣にお祈りをしていました。京

（みやこ）エコロジーセンターに着いて、ボランティア

厳しい寒さの京都駅を出発、ウオーカーの活気で

次第に温もって来ました。勧学祈願・菅大臣神社、

球技の神・白峯神宮を詣で、水難・火難除けの水火

天満宮では紅梅が、ほころんでいました。京都御苑

休憩所で昼食後、お馴染みの護王神社では、ウオ

ーカーの足腰健康を祈り、鴨川河川敷を一路南下、

前夜の雪で集合場所の公園は芝生の上やベン

チに雪が残っていましたが、出発する頃はウオー

カーの熱い思いにほとんど雪は解けてしまいまし

た。西大路通り界隈に点在する七つの神社で、あ

りがたい福を求めてウオークしました。 

知恵と学問の吉祥院天満宮、開運の若一神社

から、長寿の熊野神社衣笠分社にかけて南から北

に訪ねました。 

ちらちら降っていた雪も、最後の熊野神社衣笠

分社を過ぎる頃からは本格的に降り出して足早に

ＪＲ円町駅にゴール

しました。 

台紙を求め七つ

の神社でご朱印を

いただき満足顔で

帰られたウオーカー

もおられました。 

崎町ボランティアガ

イドの軽妙な歴史

説明を熱心に聞き

入りました。 

ふもとの宝積寺

三重塔でガイドから

歴史物語を聞き、

無事解散しました。

の方の地球温暖化な

どについて説明を聞

いた後、６つの班に

分かれて館内の見学

をしました。水やごみ

問題などの展示をみ

なさん熱心に見学し

ていました。 おもかる石に挑戦

若一神社 
ＫＷＡ語り部（桜の広場）

菅大臣神社
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みんなの広場   懐かしいウオーク 

 

 
   

    
 

       

 

 

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

１月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ６０８名  
   
 ウオーキングステーション（WST）を歩こう！  

NPO法人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１２４回 ５月１５日（木） 「葵祭観賞ウオーク」  約１３㌔ 

集 合： ８：４５   集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口   

参加費： ３００円 
   

第５９回 ふれあいウオーキング教室  

日 時： ５月１４日(水) 

集 合： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口   

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、事前に協会事務局にお申込みください。 
   
［歩育]楽しく、健やかに子供と一緒にウオーク  
   
日 時： ４月１２日（土） 新幹線基地を見に行こうウオーク   約５㌔  

集 合： １０：００     集合場所： ＪＲ京都線千里丘駅  

コース： JR 千里丘駅～摂津市新幹線公園～JR 千里丘駅 

参加費： ３００円（中学生以下無料）   

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 ６１３名 （２月２０日現在） 

退職後の趣味に「写真」をと思い

山の辺の道へ撮影に出かけた桜井

で、歩く団体に出会い、楽しそうな

ので一緒に歩き、「ウオーキング」を

知りました。すぐに京都ウオーキン

グ協会に入会。２月のことです。 

その年(平成８年)の１１月に５年

間で三条大橋から旧東海道を日

本橋まで歩く「東海道５３次ウオー

ク」が始まりました。小隊の班長とし

て参加、大雨の中傘をさしてお弁

当を食べたこと、浜松城では日本

橋出発の「京上り隊」に出会い交

流するなど、歩きの楽しさを満喫

し、平成１３年３月に無事日本橋に

ゴールしました。懐かしく思い出多

いウオークです。 

その後、京都府ウオーキング協

会のスタッフ（平成１８年～２１年ま

で監事）を務めながら、日本各地

で開催のツーデーに参加し金賞

（３０回）を２回取得いたしました。今

では、カメラは押し入れの中で眠っ

ていますが、健康が続く限りウオー

クを楽しみたいと思っています。 

あとがき  

椿の花は散らずに落ちますが、加藤清正が朝鮮出兵の際

持ち帰り、豊臣秀吉に献上した五色八重散椿は、花びらが

一枚ずつ散り落ちる椿で、北区大将軍にある地蔵院に植え

られています。    ≪編集 阿部・中川･西田・秦・花満≫ 

貫
名 

信
雄
さ
ん 

（京
都
府
精
華
町
）

第５回 京都ツーデーウオーク ３月１５日（土）～１６日（日）  会場：梅小路公園 
事前申込は締め切りましたが、当日会場で受付け致しますので、どうぞご参加ください。 
［当日申込参加費： ２０００円］（中学生以下無料）


