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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  
               

ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会   

平成２９年度通常総会を開催   
日時： ２月２６日（日） １５：００～１７：００  会場： しんらん交流館  

出席者数： ２７６名（内委任状参加 １９７名）                                

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１５年永年功労者の紹介 （敬称略 会員番号順）    

半田 信夫 餘多分正敏 林 敏郎 清水 誠一 

武田 説子 野村 祉郎 西田 寛子 竹村 良子 

三井 宗武 吉井 悳 東郷 實治  

本年度総会は、高橋理事の司会で開会しました。 

野村会長は、「就任以来２年が経過、活動活性化や経費健全化に向

けて様々な挑戦を続けております。加えて協会設立３０周年記念事業に

着手いたします。」など挨拶されました。 

引き続き寺澤副会長から、「平成２８年度活動報告」の議案が提案され、

各種活動実績が説明されました。高橋理事からは、「平成２８年度会計報告」

議案が提案されました。協会活性化に向けて熱心な議論が交わされた結

果、２議案共に承認されました。 

「例会活動の魅力向上や組織の活性化」を目指した平成２９年度活動計画が寺澤副会長から報告

され、「健全な財務状況への取り組み」を目指した平成２９年度活動予算が報告されました。 

１５年永年功労者表彰では、１１名の会員の方々（下欄記載）に野村会長から感謝状と記念品が

贈られ、最後に、福島副会長の閉会の辞で総会は無事終了しました。 

引き続き懇親会が開催され、楽しい語らいに時を過ごしました。 

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

挨拶する野村会長

議長団  栄えある受賞者(５名) 会場の様子  

３月１７日付

改定版です 



（2）第１２３号      京都ウオーキングだより     ２０１７年（平成２９年）３月１日発行 
 
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２日(日)   １３㌔ 

大政奉還１５０年 ③ 鳥羽・伏見の戦い 
 １８６８年１月２７日、幕府軍と新政府軍が小枝橋

で衝突、「鳥羽の戦」が始まりました。戦は新政府

軍と、会津藩との激突「伏見の戦」に広がり、最新

砲器を備えた政府軍の勝利に終わります。    
集 合 ： ９：４５（１０：００出発）  
ＪＲ京都駅前から、「イオンモール CAEDE 広場」、に

変更。下図を参照ください。 

ゴール： １４：３０頃 京阪・淀駅  

コース： ＪＲ京都駅～不動堂村屯所跡～新選組

碑～九条通～九条千本（羅城門跡）～鳥羽街

道～浄禅寺～小枝橋～鳥羽伏見戦址～恋塚

歩育コース  ４月１日(土)   ６㌔ 

京都鉄道博物館へ行こう 

健脚コース  ４月２３日（日）  １６㌔ 

比叡山麓石積みの門前町と 

湖畔ウオーク   
 

 
石積みの門前町「坂本」を巡ります。聖徳太子によ

って創建された日吉大社を経て、穴太衆積み（あの

うしゅうづみ）の石垣が楽しめる里坊を巡ります。日

吉東照宮、慈眼堂、日吉の馬場から琵琶湖湖岸に

出ます。唐崎神社、明智光秀の像、坂本城跡の碑を

巡って比叡山坂本駅にゴールします。 
    
集 合 ： ８：４５（９：００出発）  

ＪＲ湖西線・比叡山坂本駅 

ゴール：  ＪＲ比叡山坂本駅 

コース： ＪＲ坂本駅～石積みの里公園～西教

寺～日吉東照宮～慈眼堂～日吉の馬場～穴

太廃寺跡～唐崎神社～明智光秀の像～坂本

城跡の碑～聖衆来迎寺～ＪＲ比叡山坂本駅  

昨年、４月２９日に、鉄道の歴史を通して日本の近

代化のあゆみを体験できる施設として開業した「京都

鉄道博物館」を目指して、ウオークします。 

集 合 ： ９：４５（１０：００出発）  

ＪＲ嵯峨野線・二条駅 

ゴール： １２：００頃 梅小路公園 

「京都鉄道博物館」前 

コース： ＪＲ二条駅～新選組屯所跡（前川邸・八

木邸）～壬生寺～京都中央市場～梅小路公

園「京都鉄道博物館」前  

参加費： 

 会員無料 

 他協会３００円 

 一般 ５００円 
 

特別基地コース  ４月９日（日）  １１㌔ 

第１５２回 京都の三大奇祭観賞Ｗ やすらい祭 

  

参加費： ３００円 

寺～草津の

湊跡～妙教

寺～淀城跡

～京阪淀駅

参加費：  

会員無料 

他協会３００円 

一般 ５００円   

穴太衆積みの石垣

今宮神社のやすらい祭は、国の重要無形民俗文

化財に指定されており、地域に根差した民族行事と

して「鞍馬の火祭」、「太秦の牛祭」とともに京都の三

大奇祭のひとつです。 

平安時代、洛中に疫病や災害が蔓延したので、花

の霊を鎮め、無病息災を祈願したのが祭の起こりで

す。花傘を先頭に、風流（ふりゅう）の装いをこらして、

かねや太鼓をたたき、踊りながら区域を、くまなく練り

歩き、最後に神社に参拝して無病息災を祈願します。

この珍しいお祭りを観賞しましょう。  

集 合： ９：４５（１０：００出発） 

        梅小路公園（ＪＲ京都駅） 

ゴール： １４：２０頃 地下鉄・北大路駅 
コース： 梅小路公園～壬

生寺～船岡山～今宮

神社～光念寺～大徳

寺～地下鉄北大路駅 

参加費： 

  ３００円 
 

変更された集合場所

京都鉄道博物館

注：京都鉄道博物

館 へ の 入 場 に

は、別途入場料が

必要です。 

やすらい祭 



（3）第１２３号      京都ウオーキングだより     ２０１７年（平成２９年）３月１日発行 
 

例会の活動報告                       
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

 

 

 

  吉祥院天満宮（西大路） 

健脚コース  京都洛東青龍ウオーク 
日   時 ： ２月２６日（日） 晴れ 

 参加人数： ２３７名   距離： １８㌔ 

 担    当 ： 第６ブロック （中村リーダー） 

歩育コース 

京（みやこ）エコロジーセンター 

見学ウオーク  
日   時 ： ２月４日（土） 快晴  

参加人数： ３３名  距離： ５㌔ 

担   当 ： 歩育ブロック （西田リーダー） 
   
  

ファミリーコース       

大政奉還 150 年① 大政奉還奏上 
日 時 ： ２月１１日（祝・土） 大雪警報発表中  

担 当 ： 第６ブロック （中村リーダー） 

  

稲荷児童公園から、伏見稲荷大社に向かい、たくさ

んの参拝客をぬって千本鳥居を抜けて、奥社に。拝殿

裏にある「おもかる石」に祈りを込めて抱えた後千本鳥

居を戻って、ぬりこべ地蔵から疏水を通り、京阪藤森駅

前の公園で休憩しました。その後、まもなく京（みやこ）

エコロジーセンターに着きました。 

センターでは４班に別れて、ボランティアの方の

京都を護る四神のうち、洛東（青龍）に因む社寺をめ

ぐりました。龍の天井絵で有名な南禅寺、建仁寺を経

て、高台寺公園で昼食休憩。 

食事の後には、KＷＡ語り部から京の四方を護る神の

話を聞きました。清水寺の急坂を上り、東山トレイルコー

スをたどり山道で大いに汗をかきました。 

帰路の最後には、国内最古・最大級の伽藍で有名な

東福寺を経てＪＲ京都駅にゴールしました。 

前夜からの大雪警報が、朝７時なっても解除され

ませんでしたので、例会は中止いたしました。 

中止を知らずにＪＲ二条駅には多数のウオーカー

が参集され、スタッフから中止のお知らせと、チョコ

レートを進呈して、解散いただきました。 

お知らせ 大雪警報のため中止した「大政

奉還１５０年①」例会を、開催します 
     
 ２月１１日に「大政奉還１５０年①」ウオークを行う予

定でしたが京都市に大雪警報が発表され中止に至

りました。ただ当日２４５名の方が参加の為に二条駅

に来られましたが、ウオークを実施出来ず本当に申

し訳ございませんでした。当日、来られた皆さんか

ら、シリーズ例会の第１回目を再度実施してほしいと

の声が多数ありました。それにお答えすべく「大政奉

還１５０年①大政奉還奏上」を開催します。 
 
実施日： ４月３０日（日）  

集合： ＪＲ二条駅 １０:００   

コース： ２月１１日と同様   

シリーズスタンプの対象となります 

特別基地 第１５１回 北野天満宮梅花祭Ｗ
日   時： ２月２５（土） 晴れ 
参加人数： ２５６名  距離： １４㌔ 
担   当： 特別基地 （福島リーダー） 

 

 丁寧な案内で見
学。地球温暖化

防止の意味や、

取り組むべき問

題について学ぶ

ことが出来まし

た。 

快晴の京都駅前を出発し、五条児童公園で休

憩後、鴨川河川敷を進み京都御苑を経て、翔鸞児

童公園に着き、一旦解散しました。それぞれに昼

食をとり、目的の北野天満宮の梅花祭に向かいま

した。見ごろの紅白の梅に迎えられて、みなさん、

そのかぐわしい香りに幸せな気分になりました。 

三光門前の広場では艶やかな上七軒の芸姑さ

んの奉仕による野点が

催されていました。 

また、骨董市や出店を

十分楽しんだ後、ＪＲ円

町駅にゴールしました。 

エコロジーセンター前で集合 

活動報告 

東山トレイルを行く語り部が四神を語る 白梅が映える社 
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ＫＢＣウオーク（歩く日）京都大会 西山のみち 
日 時： ４月１６日（日）  雨天決行  
 

   
   
 

  
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： ４３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１５３回 葵祭鑑賞ウオーク 

日 時 ： ５月１５日(祝・月)  集 合： ９：４５ 集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側） 
コース： 東洞院通り～京都御苑（葵祭）～堀川遊歩道～ＪＲ京都駅 

距 離 ： １３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 ５４１名 （１月２２日現在） 

あとがき  
３月１４日から１６日に東福寺本堂で開帳される涅槃図には、珍しく猫

が描かれています。ねずみを殺生したため一般の涅槃図には描か

れなかったのを、この涅槃図を描いた明兆が絵具を切らして困って

いた時、何処からともなく猫が切れた絵の具をくわえて来て助けてく

れたので、書き添えられたといわれています。 

≪編集 阿部・中川･西田・花満≫ 

ＫＢＣ（近畿ブロック協議会）ウオークが、２０、

１０、５㌔の３コースで開催されます。それぞれ、新

緑がまぶしい西山に沿った松尾大社、天皇の杜、

勝持寺（花の寺）、樫原廃寺跡、物集女車塚古墳、

竹の径など名刹・旧跡を巡ります。 

●コース： 

■２０㌔ 松尾大社と大原野神社を巡るみち 

集合：嵐山中ノ島公園 ８時４５分 

■１０㌔ 松尾大社と樫原廃寺跡を巡るみち  

   集合：嵐山中ノ島公園 ９時１５分 

■５㌔ 物集女車塚古墳を巡るみち      

集合：イオンモール京都桂川 １０時１５分 

 

●ゴール： イオンモール京都桂川 

ゴールでは、楽しいイベントや豪華賞品が当たる

大抽選会をお楽しみいただけます。  

 

●参加費： ５００円（中学生以下は無料） 


