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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番地 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 野村 忠明  
メール連絡は、上記ホームページからアクセス下さい  
               

     

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回 京都ツーデーウオークに延べ５５００名を超す参加者！！    
大会初日、晴天に恵まれ３０㌔コースの出発式は、野村実行委員長の歓迎挨拶で開会。２０㌔コースは門川京

都市長のご挨拶で開会後、市長に見送られて出発しました。 清水寺を過ぎ、高台寺公園でチェックポイント（CP）

の押印を受けて飴とお茶を手に一休み、その後、知恩院門前から平安神宮にいたりました。哲学の道へ向い

CP・大豊神社に到着。銀閣寺道で、３０㌔コースはさらに北の宝が池方面、２０㌔コースは下鴨神社方面へと分か

れました。相国寺を通り抜け、堀川遊歩道を南下し、梅小路公園にゴールしました。（初日 ３月４日（土） 参加者

数：２５１３名）       
    
大会２日目も絶好のウオーク日和、藤田・京都副市長の歓迎ご挨拶があり元気に出発。新コースの最初のCP・

京都アスニーは大賑わいでした。西へ進み、妙心寺境内を通り抜け、仁和寺～大覚寺～嵯峨野を経て嵐山へ。

観光客で賑わう道を抜け、中ノ島公園でひと息ついて昼食をとりました。嵐山駅前CPを過ぎ一路西京極のアクア

リーナへ。最後のCPを経て、元気にゴールされました。両日ともゴール後には、お楽しみ抽選、食品テントでの

喫食、中央ステージでの歓迎イベントを楽しみました。（二日目 ３月５日（日） 参加者数：２８７９名）  
   
せっかくウオークは、ＪＲ宇治駅をスタートして宇治十帖の「東屋」古蹟から巡りました。朝霧橋の宇治十帖モニ

ュメントでＫＷＡ語り部が宇治十帖を説明、その後、世界文化遺産の宇治上神社に参りました。大吉山へ登り展望

台で休憩。その後、琴坂から天ヶ瀬吊橋前の広場で昼食休憩。午後は宇治橋たもとの「夢浮橋」古蹟で、語り部

の説明を聞きゴールしました。（３月６日(月) 参加者数：１３８名）  

ホームページもご利用下さい。 ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会 検  索

訂正とお詫び：京都ウオーク便り３月号において、４月９日実施例会「やすらい祭」の参加費に記載間違いあ

りました。お詫びして訂正いたします。 参加費は、３００円です。 

御苑の梅林(初日)門川市長ご挨拶(初日)野村実行委員長(初日)  出発ゲート(初日 )

宇治上神社(せっかくＷ)妙心寺前(二日目)  藤田副市長ご挨拶(二日目)  アクアリーナ CP(二日目)
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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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別基地コース  ５月１５日（月）  １３㌔ 

第１５３回 葵祭観賞ウオーク 
古くは賀茂祭と呼ばれていた葵祭は、江戸時代

に祭全体を葵で飾るようになったので、この名にな

ったといわれています。祭りの行列は京都御所を

出発して、下鴨神社から上賀茂神社へと進みま

す。私たちは、京都御苑で雅やかな行列を見物し

ます。斎王代の艶やかな行列も見ものです。 

集 合 ： ８：４５（９：００出発） 

       ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

ゴール：  １５：００頃 ＫＷＡ事務所前 

コース： ＪＲ京都駅～東洞院通り～京都御苑（葵

ファミリーコース  ５月７日（日）  １３㌔ 

国宝石清水八幡宮と京街道 

健脚コース  ５月２８日（日）  ２１㌔ 

都の御所巡り  
 

 
天皇、法皇、上皇、将軍など位の高い貴人が住ま

われた所は御所と呼ばれています。京都には今でも

由緒ある多くの御所が残っています。嵯峨天皇が住

持されていた嵯峨御所、宇多天皇が住まわれた御

室御所、足利義輝の邸宅であった二条御所、後白

河法皇が仙洞御所に営まれた持仏堂を移された六

条御所等を順に巡ります。  

集 合 ： ８：４５（９：００出発）  

嵐山中ノ島公園（ＪＲ・嵯峨嵐山駅） 

ゴール： １４：３０頃 ＪＲ・京都駅 

コース： 嵐山中ノ島公園（JR・嵯峨嵐山駅）～

嵯峨御所（大覚寺）～御室御所（仁和寺）～花

園御所（妙心寺）～花の御所跡石碑～京都御

所～仙洞御所（京都御所）～二条御所（二条

石清水八幡宮は京の裏鬼門守護を担い、１１６０

年の歴史を有し、源氏の氏神とも崇められ山上の社

殿は国宝に指定されました。竹林に囲まれた社殿は

鎮守の社として住民に親しまれています。八幡宮を

詣でた後、市民の森(予定)で昼食休憩、午後は京街

道を楠葉から橋本を経て八幡市駅まで北上します。

集 合： 9：４５（１０：００出発）  

さざなみ公園(京阪本線・八幡市駅) 

ゴール：  １４：３０頃 京阪本線・八幡市駅    

コース： さざなみ公園～石清水八幡宮～和気神

社～市民の森鏡伝池～楠葉中央公園～京街道

殿）～六条御所（長

講堂）～ＪＲ京都駅  

参加費： 

 会員無料 

 他協会３００円 

 一般 ５００円 

平日コース  ５月１８日（木）  １２㌔ 

白川疏水をぐるり  
 

 

  

～楠葉砲台場跡～柳

谷渡し場跡碑～京阪

八幡市駅 

参加費： 会員無料 

 他協会３００円 

 一般 ５００円 

祭観賞）～堀

川遊歩道～

ＫＷＡ事務

所 

参加費： 

３００円 

１８９０年から１９１２年に大工事であった琵琶湖疏

水のひとつ白川疏水をぐるりと巡ります。明治の息吹

を感じる近代産業遺産のインクライン、水路閣から疏

水分線沿いの哲学の道、銀閣寺道を歩き北白川疏

水沿いに進みます。松ヶ崎浄水場、北大路白川疏

水道を巡って地下鉄北大路駅にゴールします。先

人の難工事・工夫の跡を学び、清々しい川のせせら

ぎを満悦できるウオークを楽しみましょう。 

集 合 ： ９：４５（１０：００出発） 

     鴨川三条河川敷（地下鉄・三条京阪駅） 

ゴール： １４：２０頃 地下鉄・北大路駅 

コース： 鴨川三条河川敷（地下鉄三条京阪駅）

～インクライン～水路閣～哲学の道～賀茂波

爾（赤の宮）神社～松ヶ崎浄水場～北白川疏

水～北大路疏水道～地下鉄北大路駅 

参加費： 会員無料 

   他協会 ３００円 

   一般  ５００円 

水路閣 

石清水八幡宮の本殿

藤が飾られた御所車

花の御所跡碑
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例会の活動報告                      
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

 

 

ファミリーコース       

大政奉還 150 年② 大政奉還奏上 
日 時 ： ３月１１日（土）  晴れ 

参加人数： ３２９名  距離： １３㌔ 

担 当 ： 第１ブロック （清水リーダー） 

  

健脚コース  新流れ橋お花見Ｗ 
日  時 ： ３月２６日（日） 晴れ 

参加人数： １５７名   距離： １９㌔   

担  当 ： 第１ブロック （清水リーダー） 

平日コース 

ちょっと早めのお花見（桜）Ｗ  
日   時 ： ３月１６日（木） 快晴  

参加人数： ２４７名  距離： １３㌔ 

担   当 ： 平日ブロック （森リーダー） 
   
  ちょっと肌寒い快晴の中、平日にも関わらず２４７

名のウオーカーがＪＲ長岡京駅に集いました。ガラシ

ャ通りを南下、天王山の戦いの舞台であった勝竜

寺城公園で列詰め休憩し、小畑川沿いに南下し落

合橋を左折。サントリー通りを東進して淀城跡公園

に到着。ＫＷＡ語り部のお話を聞いた後、京阪本線

高架下沿いに南下し淀水路に到着して、一瞬にし

て春を体感しました。水路岸に満開の河津桜!! 寒

さが吹っ飛びました。その後、淀川御幸橋を渡って

背割堤を経て、つぼみが硬い桜並木の下で昼食休

雨が心配な、ＪＲ宇治駅で出発式の後元気にスタ

ート。緩やかな長い坂を登って、宇治市植物公園で

列詰め休憩を取りました。ウグイスの美しい鳴き声に

癒されながら名木川散策路を進み、陸上自衛隊大

久保駐屯地前を進み、木津川の堤に至り堤防から

降りて、流れ橋を時代劇映画の旅人になった気分

で全長３５６．５ｍを渡り切りました。四季彩館で昼食

をとり、午後は、第二京阪道路から、蜻蛉尻の集落

を抜け、まだ蕾の堅い大谷川沿いの桜並木を通り

松花堂昭乗広場でトイレ休憩し、東高野街道を北

シリーズ①が大雨警報で中止延期となったた

め、シリーズ初回のウオークとなり、大政奉還の冊

子とチョコレートがプレゼントされました。三宅八幡

宮、実相院を経て、仕掛人・岩倉具視の幽棲旧宅

の前でＫＷＡ語り部のお話を聞き、岩倉川から京都

精華大学に到着し、昼食をとりました。大学の学生

食堂が利用でき、安くて暖かくおいしい昼食を楽し

まれた方も大勢いました。 

午後からは、原峠、京都産業大学、柊野別れを通っ

協力 ぐるっと 山科ウオーク 
日 時 ： ３月１８日（土）  晴れ 

参加人数： ２６４名   距離： １５㌔ 
 

憩。大谷川遊歩道、

さざなみ公園を経

て、京阪・八幡市駅

に無事ゴールしまし

た。満開の河津桜を

思いっきり楽しみまし

た。 

快晴の山科安朱小学校校庭での出発式で京都市

交通局から、ご挨拶を頂き、スタートしました。「瑞光

院」から、急な石段を登り「毘沙門堂門跡」に。山科疏

水を進み、天智天皇陵前で列詰め休憩を取りました。

元慶寺から、清水焼の「コトブキ陶春」で休憩。南に進

んで、岩屋寺境内で、昼食休憩としました。 

 昼食後、大石神社で権禰宜（ごんねぎ）から大石神

社に関する興味深い話を聞きました。その後、風呂尻

児童公園で休憩し、東に進み、梅が咲く小野小町ゆ

かりの随心院から醍醐天皇後山科陵を経て朱雀天皇

醍醐陵と進み、醍醐寺仁王門前から、醍醐駅前の折

戸公園にゴールしました。 
「京炎そでふれ」の

学生チームが、元気

な演舞で迎えてくれま

した。 

活動報告 

て上賀茂神社を経

て地下鉄・北山駅に

無事ゴールしまし

た。大政奉還１５０年

③が楽しみです。 

上。飛行機のプロ

ペラの残骸が生々

しい飛行神社に参

り、京阪・八幡市駅

に無事ゴールしま

した。 

岩倉具視の幽棲旧宅 満開の河津桜 

新流れ橋を渡る 権禰宜からお話を聞く 
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新緑の“ゴールデンウイーク”は、京都の基地を歩こう！！ 

  集合時間： ９：４５  参加費： 300 円  完歩された方には記念品贈呈 

4 月２９日（祝・土） 
ナガオカスポーツ 

 
 

長岡天満宮つつじ観賞W 15 ㌔ 
集合： ＪＲ長岡京駅 

 

5 月３日（祝・水）  
山内スポーツ 

 
 

光秀まつりと亀山城城下町W 15 ㌔ 集合： ＪＲ亀岡駅 

5 月４日（祝・木） 
カフエ・リュン加茂駅前店 

 
 

鹿背山の自然と大仏鉄道遺構Ｗ 1２㌔ 集合： ＪＲ加茂駅  

5 月６日（土） 
リカーコレクション龍野 

 
 

琵琶湖疏水と旧東海道W 1２㌔ 集合： ＪＲ山科駅 

    
お知らせ    この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。           
    
３月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数； ３１６ 名 

第１５４回 祇園祭前祭観賞ウオーク 

 日 時 ： ７月１７日（祝・月）  集合： ８：４５  集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側） 

 コース： 鴨川河川敷～京都市役所前（祇園祭巡行観賞）～ＪＲ京都駅 

 距 離 ： １０㌔   参加費： ３００円 
    
第７７回ふれあいウオーキング教室 

 日 時 ： ５月１７日（水） 

 集 合 ： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

 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、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 

 コカ・コーラ工場見学ウオーク 

  日 時 ： ６月１７日（土）    距 離： ６㌔ 

  集 合 ： １３：００       集合場所： ＪＲ奈良線新田駅 

  コース： ＪＲ新田駅～コカ・コーラウエスト京都工場～まちの駅久御山 

  参加費： ３００円   要予約  

  
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 ５５０名 （3月２５日現在） 

あとがき  

複数の電波塔が立つ京都西山の小塩山では、４月初旬に山

頂付近一帯に、薄紫のカタクリの花が咲き誇ります。カタクリは

発芽から花を咲かせるまで７～８年かかります。近年、鹿が芽を

食べてしまうために、地元のボランティアによって群生地の周り

にネットを張り巡らせて大事に保護されています。 

≪編集 阿部・中川･西田・花満≫ 


