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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  

               

西郷(せご)どんウオーク… ３回シリーズウオーク   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

第９回 京都ツーデーウオーク 
日 時 ： ３月３日（土）～４日(日)  雨天決行  会場： 梅小路公園（ＪＲ京都駅徒歩１０分） 

コース： １日目 北山・東山コース   ２日目 仁和寺・洛西コース   両日とも３０、２０、１０㌔ 

参加費： 事前申込 １８００円  当日 ２３００円 （中学生以下無料） 
   
★事前申込みは２月１９日(月)で締切ります。当日参加は会場で受付ます（2300 円） 

神社仏閣、京の和食の文化遺産、歴史文化の遺跡など魅力いっぱいの古都を楽しんでください。 

 せっかくウオーク 南山城・当尾の石仏を訪ねるみち 日帰り 
   ３月５日（月） 集合：８：００ 京都駅八条口アバンティ前  ◆完全予約制 旅行代金 3500 円（お一人）  

申し込みは阪急交通社㈱まで (Tel 06-6366-2525) 

ＫＷＡ恒例のテーマシリーズ例会です。黒船来航から始まったとされる幕末。安政の大獄、薩長同盟、大政奉

還、小御所会議、鳥羽伏見の戦い、江戸城無血開城、明治新政府の発足という激動の中、常に強いリーダーとし

ての役目を担った西郷隆盛にスポットを当て、３回に分けてその足跡を訪ねます。 

シリーズ初回（２月）では、「薩長同盟なる」と題して薩摩藩と長州藩の間で活躍した坂本龍馬と中岡慎太郎の銅

像、維新三傑と言われた長州藩士・木戸孝允の旧邸跡、薩摩藩家老・小松帯刀の借家跡等を訪ねます。 

３月には「江戸を焼き討ちしないで」と題して、薩摩藩主・島津斉彬と親戚であり徳川慶喜を次期将軍に推してい

た近衛家旧邸跡、時の大老・井伊直弼ににらまれて、西郷どんと一緒に入水自殺を図った月照の住んでいた成就

院、西郷どんに江戸城の無血開城を決意させたと言われる和歌を届けた勤王歌人・太田垣蓮月尼の歌碑を訪ね

ます。 

４月には「錦の御旗翻る」と題して、新政府軍の陣営であった安楽寿院から、薩摩軍の砲兵隊長・大山巌

が陣地とした桃山善光寺まで錦の御旗を掲げて進んだ戦いの跡を訪ねます。 

史跡を巡り、激動の幕末の歴史を体験しましょう。奮っての参加をお待ちしております。シリーズ三例会を

完歩された方には、記念バッジを進呈いたします。 
 

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

龍馬・慎太郎の像(円山公園) 太田垣蓮月尼の歌碑(五条大橋) 新政府軍の陣地(安楽寿院) 
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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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリーコース（自由歩行） 
３月１１日(日)   １３㌔ 
西郷どんウオーク ② 江戸を焼き討ちしないで 

健脚コース ３月１８日（日） ２３・１３㌔  

早春の山背古道を訪ねて  

 京都府南部の城陽市・井手町・木津川市をまた

ぎ、京都と奈良を結ぶ古道をファミリーコースでは、

ＪＲ城陽駅からＪＲ玉水駅まで、健脚コースは、更に

南下してＪＲ木津駅まで歩きます。途中、由緒ある

水度神社や、カニと大蛇の伝説のある蟹満寺、日

本一大きな石地蔵のある泉橋寺、古代の森山遺跡

や椿井大塚古墳など歴史的にも貴重な文化財や

自然の中を歩きましょう。 

集 合： ８：４５（９：００出発） ＪＲ奈良線・城陽駅

ゴール： １５：００頃 ＪＲ木津駅 

コース： ＪＲ城陽駅～鴻巣山～森山遺跡～中天満

神社～谷川ホタル公園（～ＪＲ玉水駅[１３㌔]）～

蟹満寺～ＪＲ棚倉駅～泉大橋～ＪＲ木津駅[２３㌔]

平日コース  ３月２９日（木） １３㌔  

近代文化遺産 琵琶湖疏水Ｗ 

 明治維新後の東京遷都で衰退した京都を復興

するために、様々な近代化の取り組みがなされた

中で、若き田邊朔郎によって琵琶湖疏水建設がな

され、日本初の水力発電によって初の市電開通、

新しい工場建設など京都に活力を取り戻すことが

出来ました。先人の偉業の跡を訪ねてウオークしま

しょう。 

集 合： ９：４５（１０：００出発）  

ＪＲ琵琶湖線山科駅（ラクト山科公園） 

ゴール： １４：３０頃 地下鉄・今出川駅 

コース： ラクト山科公園～琵琶湖疏水～田邊朔

郎像～インクライン～岡崎公園～鴨東運河～

「幕末に薩摩藩主島津斉彬の親戚であった近衛家の

旧邸」、「斉彬、隆盛とともに徳川慶喜を推していた清水

寺・成就院の住職・月照の歌詞碑」を訪ねます。鳥羽伏

見の戦いが始まった時に、西郷どんに「あだ味方 勝つ

も負くるも 哀れなり 同じ御国の 人と思えば」という和

歌を届け江戸城の無血開城を決意させたと言われる「太

田垣蓮月尼の歌碑」を巡ります。 

集 合： ９：４５（１０：００出発） 

   京都御苑・中立売休憩所（地下鉄・今出川駅） 

ゴール： １４：３０頃  ＪＲ京都駅 

コース： 京都御苑・中立売休憩所～近衛家旧邸

京都御苑～地

下鉄今出川駅

参加費： 

会員無料 

  他協会 ３００円

一般 ５００円 

   
    健脚+ﾌｧﾐﾘｰ完歩

    吉尾 千栄子 

    市野 静雄 

    西岡 節子 

    野村 忠明 

  ファミリー完歩  竹中 明 

  依田 民也  大橋 達夫 

健脚完歩  前田 孝弘  齋藤 敏夫 

楡井 仁  宇野 良久  齋藤 たか子 

中川 彰  渡辺 捷実  阜 正則 

大中 弘文  稲田 喜弘  和田 孝 

岩田 良雄  山内 正章  増田 光世 

中山 和彦  谷内 久司  岩﨑 昇 

赤松 治  新田 正二  林 功 

坂 洋子  立石 裕  浅野 進 

沢田 敏夫  立石 照美  平松 辰巳 

渡辺 和子  森 紀子  宮崎 伸二 

田中 清子  前川 伴祐  山下 哲生 

髙橋 雅子  前川 幸子  杉山 義治 

松浦 治  岩佐 輝彦  奥川 勲 

楢崎 裕子  米村 正志  東郷 實治 

津田 晃  笠井 和子  芦田 孝男 

平成２９年の各例会を 

見事完歩された方々の名簿 

（敬称略） 

参加費： 

会員無料   

他協会３００円

一般 ５００円

 

森山遺跡 

田邊朔郎像

跡～京都迎賓館～平安神宮

～青蓮院～清水寺～成就院

～忠僕茶屋～錦雲渓のみち～

清閑寺～五條大橋（太田垣蓮

月尼の歌碑）～ＪＲ京都駅 

参加費： 会員無料 

  他協会 ３００円 

  一般 ５００円 
月照上人の遺跡碑 
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例会の活動報告                                                 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   

                               

 

 

 

平日コース      

第１１回 丹波七福神ウオーク 
日   時 ： １月１８日（木） 晴れ  

参加人数： １８１名  距離： １５㌔ 

担   当 ： 平日ブロック （森リーダー） 

  亀岡の牛松山山麓を南から北までの七福神を訪

ね、今年の多幸を祈りました。例年になく温かい穏

やかなウオークとなりました。 

ファミリーコース          

第８回西大路七福社 ご利益めぐりＷ 
 日   時 ： １月６日（土） 晴れ 

 参加人数： ２２９名     距離： １５㌔ 

 担   当： 第１ブロック （池内リーダー） 
 
  

特別基地 第 159 回 泉涌寺七福神Ｗ
日   時 ： １月８日（祝・月） 雨 
参加人数： ５１名  距離： １０㌔ 
担   当 ： 特別基地 （清水リーダー） 
   

生憎の雨の中でしたが、恒例の泉涌寺七福神

巡りで、小豆粥やぜんざいなどの御接待を受け、

「雨降って地固まる」を実感しました。 

ＫＷＡ新年恒例七福神めぐりのスタートです。ＪＲ

円町駅から、西大路通りの北から南へ点在する七

福社（熊野神社衣笠分社、わら天神宮、平野神社、

大将軍八神社、春日神社、若一神社、吉祥院天満

宮）を、今年 初のご利益を授かりながら巡りまし

た。 

特別例会  

第２５回初詣新春古都の道Ｗ 
日   時 ： １月２日（火） 晴れ  

参加人数： ７０７名  距離： １４㌔ 

担   当 ： 事務局 （寺澤リーダー） 
   

  

ファミリーコース    皇后盃 

全国都道府県対抗女子駅伝応援Ｗ 
 日   時 ： １月１４日（日）  晴 

 参加人数： ２１３名   距離： １２㌔ 

 担   当 ： 第１ブロック （池内リーダー） 

陽光の温かさが嬉しい朝、梅小路公園に多数の

ウオーカーが参集されました。野村 KWA 会長から

の新年挨拶に続き、平成２９年度・年間完歩の方々

に賞状と記念品が贈られました。 

会場を出発後、三十三間堂から豊国神社を訪れ

今年の幸を祈りました。清水の参道を上ると周囲に

は新年の気運が満ちていました。その後、円山公園

で大休止。平安神宮をへて黒谷さんでは喧騒から

離れ、じっくりとお参りしました。吉田神社本殿に参

健脚とファミリーコースの二本立てであった駅伝応

援ウオーク、今年はファミリーコースに集約されまし

た。京都御苑中立売休憩所に集合し、乾御門より出

発。烏丸通りを北進、烏丸紫明から自由歩行にな

り、歩くスピードが速くなりました。堀川紫明、堀川北

大路を通って西進し、船岡山公園、平野神社先の第

一中継点を１１時頃通過し、西ノ京児童公園で一休

み後黙々と歩き１４

時頃、全員ゴールし

ました。タイミング的

に途中応援が難し

く、西京極競技場で

応援しました。 

平野神社 

り、今年の初詣を達

成しました。三条の

鴨川河川敷にゴー

ルし、ウオークシュ

ーズの豪華福引き

に挑戦されていまし

た。 
平安神宮に詣でる 

若一神社 大黒天（泉涌寺）
大黒天（丹波・蔵宝寺）

平野神社前を疾走 
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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。            
    
１２月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ４４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１６１回 京都の三大奇祭「やすらい祭」観賞ウオーク 
 日 時： ４月８日（日） 集合： ９：４５  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口前広場（東側） 

 コース： ＪＲ京都駅～梅小路公園～島原～壬生寺～船岡山～今宮神社～光念寺～今宮神社～大徳

寺～地下鉄・北大路駅 

 距 離： １１㌔   参加費： ３００円 
   
第８２回ふれあいウオーキング教室 

 日 時： ３月２８日（水） 

 集 合： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口前広場   

 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、３月２０日（一週間前）まで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 

 山科疏水と井筒八ツ橋本舗ウオーク 

日 時： ４月７日（土）  距 離 ： ６㌔ 

集 合： １０：００  集合場所： ＪＲ琵琶湖線山科駅 

コース： ＪＲ山科駅～山科疏水～井筒八ツ橋本舗～ＪＲ山科駅 

参加費： ３００円  

 

NPO 法人京都府ウオーキング協会 平成３０年度通常総会のお知らせ   

 

 
   

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 ５７３名 （１月２２日現在） 

 

あとがき  

節分とは、本来各季節の始まりである立春、立夏、立秋、立

冬の前の日をさし、季節の節目を意味していましたが、いつし

か一年の始まりの立春の前日をさすようになりました。京都の

各社寺では悪霊を追い払う「追儺行事」が執り行われます。 

 ≪編集 阿部・中川･西田・花満≫

◆ 通常総会 

日 時 ： ２月２４日（土） 

 １５：００開始 

場 所 ： ひと・まち交流館

京都 （大会議室） 

京都市下京区河原町

通正面上る  

電 話 ： 075-354-8711 

◆ 懇親会 （会員限定） 

日 時： ２月２４日（土） １７：００開始

場 所： スーパードライルネサンス 

  京都駅前セレマビル 地下１階 

会  費 : ４０００円  飲み放題 

人 数： 先着 ５０名 

 

参加希望の方は、事務局まで事前に申込

下さい。 


