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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     
        

 特別例会・会員限定 しお鯖一匹背負って小浜から京都へ 

  第１４回 さば街道ウオーク  ８０㌔ 
    

今年も京都府ウオーキング協会恒例の「さば街道ウオーク」が開催されます。真夏の街道を、４０名の

参加者が和やかに、お互い助け合いながら伴走車やサポーターの応援を得て歩きます。ゴールの桝

形商店街では心温まる歓迎を受けます。今年も全員の完歩を願っています。  
   
日 程：７月１４日（土）～１６日（祝・月）  ２泊３日 

コース： １４日（土） せっかくウオーク  コース未定（約１０㌔） （小浜・若杉末広亭泊） 

     １５日（日） ★若狭街道コース 小浜～熊川宿～保坂～朽木～梅ノ木（石楠花山荘泊） 

 ★針畑越コース 小浜～根来峠～小入谷～梅ノ木（石楠花山荘泊）  

         （針畑越コースは若狭街道コースを踏破した「さば戦士」のみ参加資格があります。）  

１６日（祝・月） 梅ノ木～明王院～花折峠～途中～大原～八瀬～下鴨神社～出町柳・桝形      

商店街（さば街道終点）  

５００選認定： 福井―１０ 京都―０２，０４                   

参 加 費 ： ２２，０００円  

募集人員： ４０名（会員・賛助会員に限ります。）  

     ご好評につき、募集定員４０名に達しました。有難うございました。    
 

 
 
 
 
 

   
   

情報満載のホームページもご利用下さい。 

ＮＰＯ法人化へ前進 ……設立総会で議案了承 
  

挨拶する森田会長 

京都府ウオーキング協会のＮＰＯ法人化を決定するための設立総会

が、５月２０日の例会終了後に宇治市民会館で開かれ、定款や事業計

画、財産目録など１０議案が拍手で了承されました。所管する京都市と

の折衝を経て「ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会」が来年１月を目標

に発足される運びで、さらなる社会的信用の向上につなげます。 

瓜割の滝 石楠花山荘を発つ 桝形商店街でのゴール歓迎
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平日・ファミリーコース ７月４日（水） １０㌔ 

近江路の歴史を訪ねて  

特別基地ウオーク  ７月１７日（火） １０㌔ 

祇園祭観賞ウオーク 

 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  ７月２２日（日） １６㌔  

京都洛南朱夏ウオーク 

ファミリーコース   京都-09 

７月８日（日） １１㌔ 

宇治十帖と萬福寺ウオーク  

近江八景の「三井の晩鐘」で知られる三井寺に

は、１１００余年の歴史と多くの文化財が残っていま

す。浜大津から琵琶湖畔にほど近いところにある義

仲寺は、木彫りの聖観音菩薩が安置され、平家討伐

を遂げて都に入り、源頼朝に追われて壮烈な最期を

遂げた木曽義仲の墓があることで知られています。 
ヨットが浮かび、のどかな湖岸の景色を楽しみなが

ら歩ける歴史ウオークです。 
    
集 合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ琵琶湖線大津駅 

ゴール：１４：３０頃  ＪＲ石山駅   

コース：ＪＲ大津駅～三井寺～浜大津～義仲寺～

「朱夏ウォーク」の朱は中国の五行思想で季節

の夏を、方角では南を表します。６月の「青龍ウォ

ーク」では洛東の社寺を歩いて頂いたのに続い

て、朱色の鳥居も鮮やかな伏見稲荷大社をはじ

め、藤森神社、桃山城跡など盛夏の洛南を巡りま

す。伏見港公園でお昼を食べて、午後は淀から宮

前橋を渡ってＪＲ長岡京駅にゴールします。暑い中

での健脚コースですので、水分補給など充分に気

をつけて無理をせずに歩きましょう。 

集  合： ８：４５（９：００出発） ＪＲ奈良線稲荷駅 

ゴール： １５：００頃 ＪＲ長岡京駅  

コース： ＪＲ稲荷駅～藤森神社～伏見桃山城

～伏見港公園

～宮前橋～ＪＲ

長岡京駅 

参加費： 

会員無料 

他協会３００円 

一 般 ５００円 

源氏物語最後の十帖は、宇治を舞台にした悲恋物語

です。この十帖にちなんで建てられた碑を巡ります。蜻

蛉遺跡をへてコースは北に転じて、黄檗山萬福寺を目

指します。中国伝来の名刹で、お茶の栽培発祥などで

広く知られています。毎月８日は、ほてい祭が開かれて

おり、手作り市と萬福寺無料拝観が楽しめます。 
集  合： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ奈良線宇治駅

ゴール： １４：３０頃 ＪＲ黄檗駅  

コース： ＪＲ宇治駅～太閤堤跡～各遺跡巡り

（手習・椎本・東屋・夢浮橋・橋姫・宿木）～天

ヶ瀬吊橋～宇治公園～宇治神社～早蕨遺跡

～宇治上神社～

総角遺跡～蜻蛉

遺跡～隼上り瓦

窯跡～黄檗山萬

福寺～ＪＲ黄檗駅 

参加費： 

会員無料 

他協会 ３００円 

   一 般 ５００円 

伏見桃山城 

宇治上神社

京都に夏を告げる祇園祭は１１００年の歴史があ

り、またその豪華さ、催事が一ヶ月にわたる大規模

なものである事が知られています。 

長刀鉾を先頭に、豪華絢爛な３２基の鉾や山が

四条通りから河原町通りを経て御池通りへ向かいま

す。巡行の中でも辻廻しはお囃子の音も威勢よく最

大の見せ場です。祇園祭観賞ウオークで鉾や山の

装飾品やお囃子等を楽しんでください。 
   
集  合： ８：４５ （９：００出発） 

湖岸道路～ Ｊ Ｒ 

石山駅 

参加費： 

会員無料  

他協会 ３００円 

一般 ５００円   

月鉾 

ＪＲ京都駅 

京都劇場前広場 

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 

三井の晩鐘
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例会の活動報告                                                       
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

 

 

 

 

平日コース  

京の五川散策ウオーク 
日   時： ５月２３日（水） 晴れ 
参加人数： ３３０名  距離：１４㌔ 
担   当： 平日ブロック（岡部リーダー）  
さわやかなウオーキング日和となり、京都駅前に

は大勢の参加者が集合しました。新緑の美しい高

瀬川沿いから、納涼床の建ち並ぶ鴨川河川敷を北

へ、御池通りから堀川遊歩道を経て、京都御苑で

昼食休憩をしました。 
午後は高野川河川敷をシラサギや北山の妙法

火床を眺めながら進み、宝ヶ池で高野川と合流す

る岩倉川に沿って歩き、地下鉄国際会館駅に到着

し五川散策を完歩しました。 
少し暑かったのですが時折吹く風が心地よく、疲れ

が癒されました。多数のご参加ありがとうございました。

ファミリーコース 

宇治七名水と七茶園ウオーク 
日   時 ： ５月２０日（日） 晴れ 
参加人数： ２４１名  距離： １４㌔ 
担   当： 第４ブロック （中野リーダー） 

 
宇治市の町なかにあるかつての名水や茶園の跡

の碑では、女性役員が案内パネルを掲げ、由来な

どを紹介しました。中でも市役所前の琵琶園跡には

立派な碑があり、興味深げに眺めていく方が目立

ちました。 

釣り大会をしていた宇治公園で昼食を摂り、午後

は腹ごなしにと興聖寺から朝日山を登り志津川へ

下りました。 

最後は宇治川左

岸の観光地の水辺

ウオーク。宇治茶や

茶団子の試飲、試食

を楽しみながらのゴ

ールとなりました。 

ゴールデンウイークは京都の基地を歩こう！  
 ７日間ほぼ好天に恵まれ、各基地で記念品や抽選

景品が用意されました。多くの基地で昨年実績を上回

り、参加者総数２１７６名と大幅に記録更新しました。 
また４３名の方が７日間を完歩され、記念品が贈

呈されました。  
   
京の町並みめぐりＷ 
 ４月２８日（土） 晴れ 
参加人数： ３２６名 
 スポーツパレットゴトウ 
 
                  

御室仁和寺・妙心寺Ｗ 
 ４月２９日（日） 晴れ 
参加人数： ３９２名 
 レストラン嵐山 

 
    
亀山城城下町巡りＷ 
 ４月３０日（祝･月） 晴れ 
参加人数： ２４５名 
 トロッコ列車・ふる里の店 
 
  

琵琶湖疏水と旧東海道Ｗ

 5月３日（祝･木） 晴れ 
参加人数： ３２８名 
 きょねん屋山科店 

 
    
長岡天満宮つつじ祭観賞Ｗ 
 ５月４日（祝・金） 曇・雨 
参加人数： ４９３名 
 ナガオカスポーツ 
 

黒谷・八坂の塔Ｗ 
 ５月５日（祝・土） 晴れ 
参加人数： ２３２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６日（日） 曇・雨 
参加人数： １６１名 
 カフェ・リュン加茂駅前店 

奥之山茶園 

高野川 鴨川 
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みんなの広場 見所多彩、ぜひ木津川市へ  

あとがき  

初夏に降る雨を含んで虹色に輝くアジサイの花が、ちょっ

と歩き疲れた体をやさしく癒してくれるようです。三室戸寺に

は５０種１万株のアジサイが杉木立の間に咲き、素晴らしい

景色です。      ≪編集 阿部・西田・秦・花満・半田≫ 

 

  

  
    

 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： ４２４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１０６回 ９月１９日（水） 「平安神宮庭園無料拝観ウオーク」  約１０㌔  
   
第４８回 ふれあいウオーキング教室 

講 義： ７月１１日（水） 集合： ９：３０  実技： ７月１２日（木） 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  
 
８月２日（木）  京都府警見学ウオーク      集合 ８：４５ ＪＲ嵯峨野線二条駅 距離 ５㌔ 

      事前予約制（定員８０名。予約受付の詳細は後日に）     
     
 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 ６月１９日（火）予定 

        ウオークの森の小径の整備、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 ５６７名 （５月２５日現在） 

京都府の南端・相楽台（さがな

かだい）で４年間、地域長（自治会

長）を務めてきました。今は顧問に

退く一方で木津川市観光協会と市

歴史研究会の役員になり、市を訪

ねてくる人を増やす仕掛けを手伝

っています。 

京都府ウオーキング協会には、

仕事上のつながりが縁で森田さん

（会長）に誘われ、８年になります。

山背古道など府南部の名所を

推薦しては、歩いてくれるようお

願いしています。 

おかげで一昨年にはＪＲ加茂

駅前にウオーキングステーション

「カフェリュン」を開設できまし

た。市の旧加茂町域には海住山

寺、浄瑠璃寺、岩船寺など名刹

が多いので、観光の拠点として

もぜひ活用してください。 

田
島
忠
夫
さ
ん
（
76
歳
・
木
津
川
市
） 

創立 25 周年記念誌に、「会員の声」を募集します。 
記念誌に掲載する「会員の声」を募集いたします。ウオークに関する思い出、感動、記録などを、氏

名、市区町名を含め１００字以内で記入いただき、協会事務局にお寄せ下さい。締切り、７月末日。 


