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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３０年度通常総会を開催   
日時： ２月２４日（日） １５：００～１７：００  会場： ひと・まち交流館  

出席者数： ２８９名（内委任状参加 ２１６名）                                

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１５年永年功労者の紹介 （敬称略 会員番号順）    

野村忠明 深田勝敏 大山昌矩 高瀬正久 

平井しのぶ 木野下実 津江助男 髙田博次 

吉田幹夫 豊田茂美 石丸勝也  

本年度総会は、中村理事の司会で開会しました。 

野村会長は、「日ごろの協会活動へのご支援に、深く感謝申し

上げます。お陰様で今年は協会設立３０周年を迎えることができま

す。思い出に残る記念事業を準備しておりますので、ご期待下さ

い。」と挨拶されました。 

引き続き高橋副会長から、「平成２９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。高瀬事務局長からは、「平

成２９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３０年度活動計画が高

橋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３０年度活動予算が高瀬事務局

長ら報告されました。 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、 後に、福島副会長の閉会の辞で総会は無事終了しました。 

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 (６名 ) 会 場 の様 子  
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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） 
４月１日(日)   １３㌔ 
西郷どんウオーク ➂ 錦の御旗翻る 

 平成３０年度シリーズウオークの第３弾です。 

鳥羽伏見で始まった戊辰戦争、“錦の御旗”を掲

げて新政府軍の本営となった安楽寿院から進軍

し、幕府軍が布陣していた伏見奉行所を攻撃した

と言われる桃山善光寺まで巡ります。    
集 合 ： ９：４５（１０：００出発）  

     内畑児童公園（地下鉄・竹田駅） 

ゴール： １４：３０頃 ＪＲ桃山駅  

コース： 内畑児童公園～安楽寿院～城南宮～

鳥羽伏見の戦い跡碑～薩摩藩屋敷跡～大黒寺

～御香宮神社～桃山善光寺～ＪＲ桃山駅 

歩育コース  ４月７日(土)   ６㌔ 

山科疏水と井筒八ツ橋本舗Ｗ 

健脚コース  ４月２２日（日）  １６㌔ 

京のわらべ歌を歩く 

 

 
通り名を綴りこんだわらべ歌が、京都では昔から親

しみもって歌われています。いくつかのわらべ歌の

内、東西通りを一条から十条までを綴ったわらべ歌

の跡を訪ねます。通りによっては、時代の変遷を感

じていただきます。    

集 合 ： ８：４５（９：００出発）  

栂尾公園（ＪＲ二条駅）  

ゴール：  ＪＲ京都駅・八条口  

コース： 栂尾公園（ＪＲ二条駅）～一条戻り橋～

京都御苑～二条のきぐすり（室町二条）～三

条みすやばり～四条の芝居～五条の橋弁

慶（五条児童公園）～六条の本願寺～七条

のおいも掘り～梅小路公園～八条の竹の子

掘り～九条のおねぎ～十条の羅生門～ＪＲ

平成３０年度歩育ウオークの第２弾です。山科疏

水沿いの桜並木を楽しんだ後、井筒八ツ橋本舗を

訪ね、京都銘菓・八ツ橋の製造工程を見学、さらに

は井筒八ツ橋本舗製品の試食も出来る、楽しみ満

載のウオークです。ご参加を、お待ちしています。 

集 合 ： ９：４５（１０：００出発） ＪＲ琵琶湖線・ 山

科駅 

ゴール： １２：００頃 ＪＲ山科駅 

京都駅八条口

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８日（日）  １１㌔ 

第１６１回 京都の三大奇祭観賞Ｗ やすらい祭 

  

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 

参加費：  

会員無料

他 協会 

３００円 

一般 

 ５００円  

昨年、初めて例会で訪れ、地元に根付いた特色あ

る祭が好評でした。この祭りは「鞍馬の火祭」、「太秦の

牛祭」とともに京都の三大奇祭と呼ばれています。   

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、 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） 

 ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

ゴール： １４：２０頃 地下鉄・北大路駅 

コース： ＪＲ京都駅～

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 

参加費： ３００円 
 

やすらい祭 きぐすり（二条） 

山科疏水

安楽寿院 
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ファミリコース おこしやす京の五花街Ｗ 
日 時 ： ２月２４日（土） 晴れ 総会ウオーク

 参加人数： ３２０名   距離： １４㌔ 

 担    当 ： 第２ブロック （前田リーダー） 

歩育コース 

ダスキンミュージアム見学Ｗ 

日   時 ： ２月３日（土） 快晴  

参加人数： ７３名  距離： ５㌔ 

担   当 ： 歩育ブロック （山田リーダー） 
   

  

ファミリーコース       

西郷どんウオークその① 薩長同盟なる 
日  時 ： ２月１２日（祝・月） 晴れ  

参加人数： ５７７名 

担  当 ： 第２ブロック （前田リーダー）     快晴のＪＲ吹田駅前を出発。阪急吹田駅から、

吹田市役所前で列詰め休憩し、さらに西へ。広芝

公園でトイレ休憩後西に進み、江坂駅から「ダスキ

ンミュージアム」に到着しました。 

ミュージアムは、１階がミスタードーナッツの歴史

などの展示された「ドーナツ館」で、２階は、ダスキ

ンのお掃除の変遷や、掃除の仕方が展示がされ、

快晴のＪＲ円町駅近くの北野天満宮御旅所で出発

式の後、佐井通りを北上し、西大路通りから一条通を

経て、明日の梅花祭の準備中の北野天満宮で休憩し

ました。 古の花街である上七軒の北野をどりの上七

軒歌舞練場前を通り花街のたたずまいを通り抜け

て、今出川通りを東に進み京都御苑に到着して、富

小路休憩所で早めの昼食となりました。 

午後は京都市役所前を経て、観光客でごった返す

中をかき分けて、鴨川をどりの先斗町歌舞練場前の

狭い路地を通り四条大橋を渡り、改装中の南座前か

ら辰巳大明神を経て、祇園をどりの祇園東歌舞練

場、都をどりの祇園甲部歌舞練場から京おどりの宮

平成３０年度シリーズウオークの第一弾。 

ちょっと早いバレンタインデーで、先着５００名様に

チョコレートが進呈されました。 

栂尾公園を出発、京都ホテルオークラ前にある

木戸孝允像、三条通りにある池田屋騒動跡碑を通

り、円山公園の坂本龍馬・中岡慎太郎の銅像前で

チェックポイントの捺印を受け岡崎公園で昼食休

憩をとりました。 

午後は京都御苑に向かい、禁門の変のあった蛤

御門前でＫＷＡの語り部のお話を聞き、薩摩屋敷

跡を通り、 後に長州の木戸孝允、土佐の坂本龍

馬、薩摩の西郷隆盛が一堂に会し、薩長同盟が結

特別基地 第１６０回 北野天満宮梅花祭Ｗ
日   時： ２月２５日（日） 晴れ 
参加人数： １６５名  距離： １４㌔ 
担   当： 特別基地 （清水リーダー） 

 

後にショッピ

ン グ を 楽 し み 、

お土産をもらっ

てミュージアムを

後に、ＪＲ新大阪

にゴールしまし

た 

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で休憩し、翔鸞児童

公園に着き、一旦解散しました。それぞれに昼食

の後、目的の北野天満宮の梅花祭に向かいまし

た。ちょっと早い紅白の梅に迎えられ、にぎわう境

内を散策しました。 

三光門前の広場では紅白の幕の向こうで上七

軒の芸妓さんによる野

点風景が垣間見えまし

た。骨董市や出店で

様々な品物を楽しんだ

後出発し、ＪＲ円町駅に

ゴールしました。 
東山トレイルを行く

白梅が映える社 

川町歌舞練場を

訪ね五条児童公

園で休憩後、ＪＲ

京都駅にゴール

しました。 

ばれたと言われ

ている“お花畑”

を見て無事、鞍

馬 口 駅 に ゴ ー

ルしました。 

蛤御門前 

祇園甲部歌舞練場 

例会の活動布告 

ダスキンミュージアム入口 
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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。           
    
１月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ５２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１６２回 葵祭鑑賞ウオーク 

日 時 ： ５月１５日(火)  集 合： ９：４５ 集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場（東側） 
コース： ＪＲ京都駅～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。 

＊＊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 
 
 

 田能遺跡と伊丹スカイパークウオーク 

日 時 ： ６月２日(土)      距 離 ： ６㌔ 

集 合 ： 9：45（出発 1０：００）     集合場所： ＪＲ宝塚線 伊丹駅 

コース： ＪＲ伊丹駅～田能遺跡～伊丹スカイパーク～ＪＲ伊丹駅 

参加費： ３００円 

協会設立３０周年記念誌 みなさんの投稿をお待ちします 

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、 

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 ５４５名 （２月２２日現在） 

あとがき  
３月１５日に嵯峨清凉寺では京都三大火祭りの一つのお松明式が

行われます。お釈迦様が荼毘に付されたのを再現した京の春を告

げ、火勢の強弱でその年の豊作を占う伝統のあるお祭りです。ウオ

ーキングに 適な季節の到来に、期待が膨らみます。 

≪編集 阿部・中川･西田・花満≫ 

■お写真の提供：可能ならばポートレートなどを提

供願います 

■提出期限：３月２６日までに、事務局あてに送付

願います。 

■提出方法： 

 ①ＦＡＸでの送付： 075-352-4600 

 ②メールでの送付： 当協会のホームページ上の

「お問合せ」からお送り願います。 

■不明点などは事務局 075-353-6464 まで 

協会は今年６月に設立３０周年を迎えます。記

念行事の一つとして、記念誌の発刊を準備してお

ります。この中に、「みんなの広場」と題して会員さ

んの自由な投稿を紹介するコーナーを設けてい

ます。以下の内容で奮っての投稿をお待ちしてお

ります。 

■内容： 自由です。例えば、「思い出に残る

ウオーク、初めてのウオーク、旅の思い

出、設立への祝辞など」 

■文字数など： ２５０～３００文字 


