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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  
          

京都府ウオーキング協会 第 24期定時総会報告 
   

日時： 3 月 25 日（日） １４：３０～１６：００ 

会場： レストラン嵐山    出席者数： １１２名   
   
第２４期総会は、レストラン嵐山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、「東日本大震災へのお見舞い、第３回京都ツーデーウオーク２０１２の成功お礼、

２５周年記念行事の推進報告、ＮＰＯ取得への取組み報告」などが話されました。 

引き続き、野村事務局長から昨年度の活動成果の紹介、並びに今年度の事業展開計画の説

明がありました。「源氏と平家シリーズウオーク」を目玉として、ウオーク日本１８００、定期活動、基

地ウオーク活動、歩育の展開などの詳細説明が行われ承認を得ました。高瀬副会長から報告され

た年次決算と予算も承認を得ました。 

引き続き乾副会長から、理事ならびに監事の新任者推薦が提案、承認されました。新任の幹事

を含めて新役員が就任挨拶をされました。    
１５年永年功労者表彰では、井上きよ子様はじめ１２名の会員の方々（下欄に記載）に森田会長

から感謝状と記念品が贈られました。「ウオークの森活動」を讃えて赤松良機様、「ＫＷＡ行事の対

外ＰＲ活動」を讃えて松本紀様、「行事の記録撮影と保存活動」で山本忠克様に、夫々奨励賞と記

念品が贈られました。乾副会長の閉会の辞で定時総会は無事終了しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

新 任 役 員 の 紹 介 （新任役員のみ掲載します） 
 
理事 寺澤 清 福島 勝  監事 清 利治  
幹事 岩田 良雄 齋藤 敏夫 髙橋 清 武田 隆夫 田邊  善造 中山 和彦 

 

   
１５年 永 年 功 労 者 の 紹 介 
       

井上きよ子 岩田 良雄 植田 秀雄 貫名 信雄 紀平 一子 辻 国光 中西 照人 中村 義人 
長山 幸子 西山 哉男 藤井真佐子 森川 進     

情報満載のホームページもご利用下さい。 

受賞者の皆さん

総会参加者 会長の挨拶 
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特別基地ウオーク  ５月１５日（火）  １０㌔

第104回 葵祭観賞ウオーク   
    
 

ファミリーコース   

５月２０日（日）  １４㌔   京都-09 

宇治七名水と七茶園ウオーク   

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健脚コース      

５月２７日（日）  １７㌔ 

万博公園と千里丘陵を巡るｳｵｰｸ

平日コース  ５月２３日（水）  １３㌔  

京の五川散策ウオーク   
   

 

ＪＲ宇治駅から七名水（泉殿跡、高浄水跡、法華水、

阿弥陀水跡、公文水跡、百夜月井、桐原水）と七茶園

を巡ります。宇治の歴史を物語る史跡巡りで、茶園跡

には宇治市が立派な解説版を設置しております。殆ど

の名水や名茶園は現存しませんが、一部に現役の名

水・名茶園が有ります。青葉が茂る季節に宇治茶の歴

史にロマンを感じるウオークです。 
   
集 合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ奈良線宇治駅 
ゴール： １４：３０頃 ＪＲ宇治駅 
コース： ＪＲ宇治駅～ユニチカ（泉殿跡）～宇治市

１９７０（昭和４５）年の万国博では月の石を展示

したアメリカ館や、尖塔をかたどったソ連館に多く

の人が並びました。あれから早くも４２年、その夢の

あとをたどります。コース前半では万博公園の周囲

を巡り、緑豊かな市民の憩いの場でもある千里南

公園で昼食をとります。後半は千里住宅街を経て

JR 吹田駅にゴールします。 
   
集 合： ８：４５（９：００出発） ＪＲ京都線茨木駅

ゴール： １５:００頃 ＪＲ吹田駅 

コース： ＪＲ茨木駅～駅前東公園～万博公園

～千里中央公園～千里南公園～佐井寺南が

丘公園～ＪＲ吹

田駅 

参加費： 

会員無料 

他協会３００円

一般５００円  

京都を流れる五川を巡ります。角倉了以が水運

の為に造った高瀬川、夏の納涼床で知られる鴨

川、１２００年の歴史を持つ堀川、洛北を流れる高

野川、高野川の支流である岩倉川の五川です。 

新たに整備された堀川沿い遊歩道は、夏の風物

詩「京の七夕」の会場として市民の憩いの場所です。

初夏の時期に水辺のコースを楽しみましょう。 
   
集 合： ９：４５（10：００出発） ＪＲ京都駅 
ゴール： １４：３０頃 地下鉄・国際会館駅 

コース： ＪＲ京都駅～高瀬川～鴨川～堀川遊

歩道～京都御苑～今出川御門～河合橋～

高野川～松ヶ崎橋～岩倉川～地下鉄・国際

会館駅 

参加費：  

会員無料 

他協会３００円

一般５００円 

 

役所（琵琶園跡）～奥

之山茶園～公文水跡

～宇治上神社（桐原

水）～宇治公園～興

聖寺～志津川～天ケ

瀬吊橋～宇治橋～ＪＲ

宇治駅 
参加費： 会員無料  

他協会３００円  
一般５００円 

京都三大祭のひとつで、新緑のまぶしい頃に行わ

れる葵祭りは、平安朝の装束を身にまとった雅な女人

列、藤の花を飾った御所車や、御輿に乗った十二単

の斎王代は、優雅で古趣に富んだ風情があります。 
風薫る５月に、御所から出発する行列を間近に見

られるこの機会を楽しんでください。 
集 合：８：４５（９：００出発） 

ＪＲ京都駅 京都劇場前広場 
ゴール：１４：００頃 

ＫＷＡ事務所 
コース：京都御所・ 
二条城コース 

参加費：３００円   

琵琶園（茶園）跡 太陽の塔 

堀川遊歩道

 斎王代 
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例会の活動報告                                                      
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

 

 

 

 

第３回 京都ツーデーウオーク2012
日   時 ： ３月３日（土）～４日（日）  

せっかくウオーク ３月５日（月）  

参加人数： ３日（土）：２５１１名  

 ４日（日）：２３１６名 ５日（月）：４８名    
初日は平安神宮境内で出発式が催され、青空

と白砂に映える朱塗りの本殿を前に厳かな気持ち

でスタート。３０㌔コースでは参加者代表として、大

阪府の小学３年生・山本華さんが檄を行いました。

２０㌔コースでは門川大作・京都市長が歓迎あいさ

つの後、しばし一緒に歩かれました。 

商店街のイベントを楽しみ、伏見桃山城で昼食の

あとは宇治川派流の水辺の風情を味わいながら歩を

進めていました（３０㌔）。１０㌔コースの三十三間堂

では無料拝観と瀬戸内寂聴さんの法話があり、「大

変いい話でした」と参加者は満足げな表情でした。 
   
 ２日目の２０㌔コースからは、京都会館中庭に場

所を移して出発式を行いました。２０㌔コースでは

細見吉郎・京都市副市長があいさつの後、「行ける

ところまで行きます」と元気いっぱいに出発されま

した。北野天満宮や京都御苑では紅白の梅が咲

き誇り、参加者はその香りを楽しんでいました。正

午ごろからは雨となり、哲学の道では傘の列が続き

ました。雨にも負けず元気にゴールされるヤングウ

オーカーの姿は印象的でした。    
３日目は大雨の中、長岡京市で「せっかくウオー

ク」を開催。七種の竹垣を観賞しながら竹林公園をウ

オーク、休憩時には竹の子サブレのプレゼントがあり

ました。美味に疲れをいやし無事ゴールしました。 

大会実施にあたり、たくさんの方々のご支援をい

ただいた事、厚くお礼を申しあげます。 

ファミリーコース   
源氏と平家 その②       

嵯峨野哀話の里ウオーク 
日   時 ： ３月２５日（日） 曇り時々しぐれ 

参加人数： ６１６名  距離： １２㌔ 

担   当 ： 第２ブロック （寺澤リーダー） 
   

 清盛に泣いた女たちを偲ぶウオークに６００名を
越すウオーカーに参加いただきました。春の気配が

ちらほらの嵯峨野・広沢池を過ぎ、清涼寺から祇王

寺に至りました。清盛に捨てられた白拍子の祇王と

仏御前が出家した祇王寺には、深い哀れを感じた

様でした。清盛の怒りに触れた悲恋の小督を奉る塚

の前でも皆足を止めていました。 

午後からは時雨が激しくなり足早のゴールとなりま

した。皆様、お疲れ様でした。次回、大原御幸へのご

参加も、お待ちしております。 

平日・ファミリーコース 
嵯峨御所と千代の古道ウオーク  
日   時 ： ３月１４日（水） 晴れ 
参加人数： ３６５名  距離： １３㌔ 
担   当： 平日ブロック （岡部リーダー） 

 
暖かな太陽の陽ざしに誘われて、二条駅前は参

加者であふれていました。二条駅から西へ天塚古

墳を過ぎ、梅の花満開の梅宮大社に参拝し、近く

の公園で昼食休憩をしました。 
午後から住宅街の細い道を抜け広沢池公園で

休憩をして、児（ちご）神社より嵯峨野の美しい田園

風景の中、整備された千代の古道を通り嵯峨御所

（大覚寺）の碑を見て

ゴールしました。梅の

花に満足の例会でし

た。 
多数のご参加あり

がとうございました。 

大覚寺にて 

嵯峨野の里道を行く 祇王寺を詣でる 

門川市長と森田会長 

雨にもめげずゴール給水サービス 

山本華さんの檄 
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みんなの広場   歩いた軌跡をブログで紹介 

 

 
   

    
 

 

お知らせ       この印は、JR ふれあいハイキングの対象です。    
    
 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。 
   
２月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ３２５名  
  
第１０４回 ５月１５日（火） 「葵祭観賞ウオーク」  約１０㌔ 
第１０５回 ７月１７日（火） 「祇園祭観賞ウオーク」   約１０㌔ 
集 合： ８：４５  集合場所： JR 京都駅中央改札口を出て東へ、京都劇場前広場 
      

第４７回 ふれあいウオーキング教室  
   
 講 義： ５月１０日（木）  集合： ９：３０    実 技： ５月１１日（金）  集合： １０：００ 

      両日とも集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口を出て東へ 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（２日間）    

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１４日（土） 太陽が丘公園で遊ぼうウオーク 集合９：４５ ＪＲ奈良線宇治駅  距離 ６㌔ 

６月３０日（土） 防災体験とおたべ工場見学Ｗ 集合９：４５ ＪＲ京都駅       距離 ５㌔ 

         要予約（１００名）受付中（例会時、電話、ＦＡＸにて） 
   
 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１７日（火）予定 

              ウオークの森の小道の整備、ベンチや花壇の修復などを行います。  

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 ５４４名 （３月２５日現在） 

以前は大阪のスーパーで青果

売り場の主任を務めていました。

仕入れも担当していたおかげで

ブドウやカボチャなど、今でも見

ただけで良し悪しが分かります。 
   
１５年前に大阪から宇治に

移り住みました。その後、退職

して空いた時間を有効に使お

うと思ったのが、京都府ウオー

キング協会に入会したきっか

けです。 
５年前からは友人の影響で

ブログを始めました。参加した

ウオーキングの報告や、趣味の

史跡めぐりなどの記事を折に

触れて載せています。 
   
「中路正樹」のハンドルネー

ムを使っていますので、ぜひ一

度検索して、批評していただけ

れば幸いです。

あとがき       
今年の開花が待ち遠しく思えた桜が、ぱっと花が咲いてか

ら、散るまでの移ろい行く様に、嬉しさ、はかなさそして潔さ

が感じられます。 色々な桜を見つけながら歩くと気持ちも

新たになる４月です。≪編集 阿部・西田・秦・花満・半田≫

辰
巳
三
朗
さ
ん
（
70
歳
・
宇
治
市
） 

義援金にご賛同有難うございます 

義援金は2月29日に、16,890円を京都新聞社会福祉事業団にお届けしました。有難うございました。


