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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  

               
特別例会 琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク & 

             第 25 回 京都五山送り火ウオーク     

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府ウオーキング協会主催真夏の恒例行事「五山送り火ウオーク」、今年は２５回目を迎えます。夏の厳

しい暑さに負けず、ウオークと夜の送り火を楽しんでいただきます。お盆に迎えたお精霊さんをお送りする宗

教行事が、今では京都の一大観光行事となりました。大文字、妙・法、船形、左大文字、鳥居形と順次点火さ

れます。前日は大文字火床観望ウオークを楽しんで下さい。 

特別例会  ８月１５日（火）  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）  ラクト山科公園（ＪＲ琵琶湖線山科駅） 

ゴール： １５：００頃  出町柳鴨川公園（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～吉田山（大文字観望）～出町柳鴨川公園 

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（火）１６：００～１８：００ 先着５０名様 参加費： ６５００円（飲み物、料理） 

  納涼床は、15,16 両日を事前予約された方のみ予約できます。 
 
特別例会  ８月１６日（水）  第２５回京都五山送り火ウオーク 京都―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  寄駅： 京阪・出町柳駅 

コ ー ス： ＜２５㌔＞嵐山中ノ島公園～嵯峨野～仁和寺～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～仁和寺～船岡山～北大路通り～鴨川～出町柳鴨川河川敷

★両コースとも船岡山でドリンクサービス  開設１３：００～１５：００ 

★両コースともＪＲふれあいハイキングの対象です。 

参 加 費： 事前申込１０００円 当日申込１２００円(バッジ、コース地図、飲み物、傷害保険) 

２日間事前申込： １５００円（但しNPO法人京都府ウオーキング協会会員は１３００円） 中学生以下無料 

申込締切日： ８月５日（土） 

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

点 火 を待 つ  渡 月 橋 を行 く  田 辺 朔 郎 博 士 像  給 水 を受 けて  

雨天決行 
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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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩育コース  ６月１７日（土）  ６㌔ 

コカ・コーラ工場見学ウオーク 

のどかな田園風景の広がる久御山町にあるコ

カ・コーラウエスト京都工場を見学します。 
コカ・コーラのマスコットのシロクマ君に迎えら

れ、３Ｄ映像や展示により１８８６年に米国ジョージ

ア州で誕生したコカ・コーラの歴史とサンタクロース

の衣装に関するエピソードを学び、稼働中の缶コ

ーヒー・ジョージアの生産ラインを見学します。 

後は、コカ・コーラをはじめとする工場で生産

されている飲料の試飲会を楽しみます。 

    

集 合： １２：４５（１３：００出発） 

ＪＲ奈良線 新田駅 

ゴール：  イオンモール久御山店 

（まちの駅久御山） 

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 

ファミリーコース  ６月１１日（日）  １２㌔ 

京のお金めぐりウオーク 

今回はお金にまつわるスポットを巡ります。「京都

の弁財天」といわれている繁昌神社、「金運の神様」

として崇拝され金色の鳥居のある御金神社、金座・

銀座跡碑、秀吉が霊験に満足したという満足稲荷神

社、「京のえべっさん」の名で親しまれ、かの松下幸

之助さんが奉納した財布塚がある恵比寿神社を訪

ねます。各社のご利益を頂き、お金と強い縁をつくっ

て下さい。 
   
集 合 ： ９：４５（１０：００出発） 

       ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

ゴール：  １５：００頃 ＪＲ京都駅  

コース： ＪＲ京都駅～繁昌神社～御金神社～金

座・銀座跡碑～日本銀行京都支店～満足稲荷

神社～恵比寿神社～ＪＲ京都駅 

健脚コース  ６月１８日（日）  ２８、１１㌔ 

行者さんが歩かれる京のみち  

 
 

  

参加費：  

会員無料 

他協会３００円 

一般 ５００円 

参加費： 
３００円 

天台宗修行の中で も厳しいのが、千日回峰行

と言われています。修行の９００日目から１００日間

は、全行程８４㌔におよぶ京都大回りが行われま

す。京都市中にくだり人々にお加護（お加持）を施さ

れます。この京都大回り行コースの内、京都市内部

分２８㌔を追体験して修行僧の苦労を学びましょう。

この千日回峰とは別に百日回峰行が毎年行わ

れています。３月に始まり、７５日目に当たる６月上

旬には、「京都切り廻り」が行われ、京都大回り行と

ほぼ同じコースで京都市内を巡ります。 

 

集 合 ： ８：４５（出発９：００） 
京都地下鉄国際会館駅 

ゴール：  （28 ㌔） １６：３０頃 地下鉄今出川駅  
（１１㌔） １３：００頃 円山公園  

コース： 国際会館駅～赤山禅院～咤枳尼天（だきに

てん）～吉田山～行者橋～八坂神社～円山公園（１

１㌔ゴール）～八坂庚申堂～清水寺～六波羅蜜寺

～因幡薬師～五条天神宮～祇園御供社～神泉苑～

北野天満宮～上御霊神社～下鴨神社～河合神社～

地下鉄今出川駅 
   
参加費： 会員無料 他協会３００円  

一般５００円   

咤枳尼天 

御金神社の金色の鳥居

因幡薬師 

みんなでハイポーズ 
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例会の活動報告                      
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

 

 
  

歩育コース       

京都鉄道博物館へ行こう 
日  時 ： ４月１日（土） 曇り 

参加人数： ３８名  距離： ５㌔ 

担  当 ： 歩育ブロック（西田リーダー） 

健脚コース  比叡山麓石積みの門前

町と湖畔ウオーク 
日  時 ： ４月２３日（日） 晴れ 

参加人数： ２２２名   距離： １６㌔   

担  当 ： 第２ブロック （寺澤リーダー） 

 

ファミリーコース       

大政奉還 150 年 ③ 鳥羽伏見の戦い 
日   時 ： ４月２日（日） 晴  

参加人数： ３７５名  距離： １３㌔ 

担   当 ： 第２ブロック （寺澤リーダー） 
  イオンモールカエデ広場に３７５名のウオーカー

が集いました。広場を出発し、不動堂村屯所跡、新

選組碑を見て九条通りまで南下、西進し羅城門跡

に到着。千本通りを南下し浄泉寺を経て、小枝橋を

渡り、鳥羽離宮跡公園に到着。 KWA 語り部の話

を聞いた後、昼食休憩をとりました。休憩後、桂川

沿いに南下、草津の湊跡では、二条城の石垣修復

のために船で運ばれた“鳥羽の大石”が川原に残さ

れていました。 

江戸時代に淀川・桂川を渡って荷揚げされた鮮

快晴の中、石積みの広場（比叡山坂本駅）に集

合、出発式の後、お帰り地蔵尊を横に見て西教寺

に向かいました。その後、長く緩い坂を登り、左手に

木々の間から琵琶湖が見え絶景でした。坂を上り切

りケーブル坂本駅に到着。トイレ列詰め休憩の後、

日吉東照宮を参拝し、今日の 難関である急で長

い階段を手摺に頼ってゆっくりと下りました。 

慈眼堂を経て、穴太衆の石積みや、歴史ある街

並みを眺め、作り道を南下して唐崎神社に到着。境

内一杯に広がった松、琵琶湖を眺め唐崎苑に到着

桜のつぼみが膨らみかけたＪＲ二条駅を出発し

て、四条大宮から幕末新選組隊士が眠る光縁寺か

ら旧前川邸・八木邸の第一壬生屯所跡を巡り、壬

生寺で休憩しました。 

４月とはいえ冷たい風の吹き抜ける境内の桜が

咲き始めていました。その後狭い道を進み、光徳公

園の早咲きの桜の前で全員の記念写真を撮り、島

原大門を通って、梅小路公園の鉄道博物館前にゴ

特別基地 京都の三大奇祭観賞 やすらい祭 
日   時 ： ４月９日（日）  晴れ 

参加人数： ２４６名   距離： １１㌔   

担   当 ： 特別基地（福島リーダー） 

魚が並べられてい

た魚市場「魚魂」跡

碑を見た後、鳥羽

街道を南下、納所

を経て淀城跡に無

事ゴールしました。

 初めての企画に多く参加を頂き、元気に京都駅を

出発しました。島原大門から光徳公園を経て、船岡

山公園で昼食休憩しました。午後は、ＫＷＡ語り部

から祭の歴史背景を聞き、光念寺を訪ね大徳寺近

隣の地で一旦解散。 

 旧家の長谷川様宅では、行列をお迎えするお供

えが準備され、祭や人々の生活などの変遷を詳しく

語っていただきました。そこへ花笠を先頭に、赤鬼・

黒鬼が引き続く行列が到着。鬼の激しい踊りで当家

の厄神を花笠の中に追い込めていました。町内各

所の厄神を花笠の下に集めた行列が、今宮神社本

殿 前 に 集 合 し 、

厄 神 を 封 じ る 祭

事が行われまし

た。思い出に残る

祭事を体験した

例会でした。 

活動報告 

ールしました。ゴ

ー ル後 それ ぞれ

に鉄道博物館へ

入っていかれまし

た。 

し昼食をとりまし

た。湖岸沿いに北

上 、 明 智 光 秀 の

像・「光秀の意地」

の歌碑を経てＪＲ

坂本駅へ無事ゴ

ールしました。 

鳥羽離宮跡公園で語り部の話 

日吉東照宮前の急な階段

光徳公園にて集合写真 

花笠行列 
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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； ６８ 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７８回ふれあいウオーキング教室 

 日 時： ７月１９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 

 阪急電車正雀工場見学ウオーク  

  日 時： ８月（平日開催予定・５月上旬に日程確定）  距 離： ６㌔ 

  集 合： 11:00       集合場所： ＪＲ京都線千里丘駅 

  コース： ＪＲ千里丘駅～吉志部神社～阪急電車正雀工場～阪急・正雀駅 

  参加費： ３００円   要予約（募集人数：５０名）  弁当持参  

     
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 ５５３名 （４月２０日現在） 

あとがき  

風薫る中を歩きますと、道端の雑草や小さな花が目を和

ませてくれます。雑草といいますが、それぞれにちゃんと名

前がついています。ホトケノザ、ヒメオドリコソウ、カラスノエン

ドウなど。小さな図鑑を携えての、観察ウオーキングも楽しい

ですよ。         ≪編集 阿部・中川･西田・花満≫ 

第３回ＫＢＣウオーク・京都大会 西山のみちＷ 

  晴れ 参加人数 総計８３０名 

近畿２府４県のウオーキング協会が一致協力して開催するＫＢＣウオーク

の京都大会が、嵐山中ノ島公園を出発会場に開催されました。前日は激し

い嵐が来襲、本番の天候が心配されましたが、朝から初夏を感じさせる好

天に加え桜が満開に咲き誇り、多くのご参加を頂きました。 

出発式では植田会長（近畿ブロック協議会）の歓迎挨拶、野村会長（京

都府ウオーキング協会）のコース説明などが行われ、２０㌔、１０㌔コースそ

れぞれが、６府県協会旗に見おくられて出発しました。 

２０㌔コースでは山吹が満開の松尾大社を訪れ、天皇の杜古墳をへて、

花の寺・勝持寺に至る長い坂道に大汗をかきました。勝持寺では桜や多く

の春の花々が咲き誇っているのを眺め、大原野神社への坂道をくだりまし

た。大原野神社では、チェックポイント・スタンプを受け、桜が満開の境内

で、休憩を楽しみました。その後、大蛇ケ池公園をへて、タケノコ採取で賑

やかな洛西竹林公園をぐるりとまわり、ゴールのイオンモール桂川に到着し

ました。スポーツオーソリティ提供の抽選会でそれぞれ景品をいただいて解

散しました。近畿ブロック協議会とイオンモール京都桂川の全面協力の

下、好天と満開の桜に恵まれ、西山を満喫いただいたウオークでした。 

野村会長のコース説明

チェックスタンプ 

抽選会


