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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 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

情報満載のホームページもご利用下さい。 

   

ＪＲ京都駅前広場が利用できず、ひかり公園を初めて利用して記念式（出発式）を行いました。野村会長

の記念挨拶で開会、引続き高橋副会長が、協会発足以来の変遷を詳しく述べました。会場におられた発足

当時の大先輩「森田さんと大杉さん」をご紹介しました。当日の参加者に贈られる各種記念品の紹介に続

き、記念ウオークのコース説明が担当役員から行われました。 
    
平安京は条坊制と呼ばれる区画整理が整然となされ、現在もその恩恵に預かっています。記念ウオーク

は当時を偲び、復刻版の特製地図を手に、外周を回ります。ストレッチ体操の後に出発し、五条児童公園

で列詰めして一路、東京極大路（現在の寺町通）を北上、御苑・中立売休憩所で昼食休憩しました。 
    

  午後には、いよいよ平安京の内裏（天皇の居住区）の跡を順次訪ねました。それぞれの史跡跡が整備さ

れて真新しい石碑が建っていました。その後、神泉苑を巡り、朱雀大路の正門・朱雀門跡を訪ねて、ＪＲ二

条駅前にゴールしました。 
   

参加者は、リュックを初めとして、在籍期間に応じた記念品を贈られ、おたがいに創立を祝いあいました。 

  

記念例会 日時：６月１０日（日） 曇り時々雨  参加者：３２７名  距離：１５㌔

創立３０周年記念ウオーク大会を盛大に実施 

会長が創立記念挨拶 ３０年の歴史を回顧 創立記念ウオークを解説 

内裏の史跡跡碑 記念品を待つ行列 リュックなどの記念品に喜ぶ
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歩育コース ８月４日（土） ６㌔ 

コカコーラ京都工場見学Ｗ 

特別例会  大文字観望ウオーク＆ 

 第２６回京都五山送り火Ｗ 

 

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 ８月２６日（日） １０㌔ 

応仁の乱 西陣の町と山鉾の町

ファミリーコース ８月５日（日） １２㌔ 

角倉了以と京の名水ウオーク 

１４６７年から１１年間続いた応仁の乱によって焦

土となった京都を再興させたのは、「西陣織」を再

開させた織物職人と、当時中断されていた祇園祭

を復興した町衆でした。今回はその足跡をじっくり

と巡ります。復活にかけた情熱と町衆の誇りを想像

しましょう。 
集 合： ８：４５ （９：００出発） 

        栂尾公園(ＪＲ・二条駅) 

ゴール： １４：００頃 地下鉄・四条駅 

コース： 栂尾公園（ＪＲ・二条駅）～西陣の町

（糸屋町）～西陣織会館～花の御所碑～上

御霊神社～菊水鉾

町～地下鉄・四条

駅 

参加費：会員無料 

  他協会 ３００円 

 一般 ５００円 

４０４年前・江戸時代に、角倉了以によって開

削された運河が高瀬川です。水に因んでさら

に、千年の古都文化の発展を支えてきた代表的

な京の名水を訪ね、神社仏閣とは異なる新たな

京都の良さを探求しながら、ウオークを楽しみま

しょう。 

集 合 ： ８：４５（９：００出発）  
ＪＲ京都駅中央口駅前広場 

ゴール： １４：３０頃  ＪＲ京都駅  
コース： ＪＲ京都駅～京の名水（縣井・祐の

井・染殿井・無垢の井）～高瀬川源流～一

之舟入り～三之舟入り跡～船頭道～角倉

地蔵～余剰水排水口～源融河原院跡～船

 

廻し場跡～船

鉾橋～ＪＲ京都

駅  

参加費：会員無料

 他協会３００円

 一般５００円

真っ赤な地色に、流れるようなロゴマークで、ス

カッと爽やかのキャッチフレーズのコカ・コーラの誕

生秘話や、製造工程を見学します。サンタクロース

のイメージを定着したのもコカ・コーラのコマーシャ

ルからと言われます。暑い夏の一日、爽快にしてく

れる清涼飲料の勉強をして、 後に試飲を楽しみ

ましょう。 
   
集 合： １２：４５（１３：００出発） 集合時間注意

     ＪＲ奈良線新田駅 (募集人数６０名) 

ゴール： まちの駅久御山（バス連絡あり） 

コース： ＪＲ新

田駅～コカ・

コーラ京都工

場～まちの駅

久御山 

参加費：３００円 一之舟入

 京都のお盆行事のフィナーレは「五山の送り火」

です。夜の点火前に火床の麓を巡ります。猛暑の

中、熱中症に気を付けてウオークしましょう。 
   
琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク 団体歩行 

日 時 ： ８月１５日(水)  距離: １３㌔      

集 合 ： ９：４５（１０：００出発） ラクト山科公園 

（ＪＲ琵琶湖線山科駅） 

ゴール： １５：００頃  出町柳鴨川公園 

参加費： 事前申込 ５００円 当日申込 ７００円
   

第２６回京都五山送り火ウオーク 自由歩行 

日 時： ８月１６日（木）  距離： １７・２５㌔ 

集 合： １１：００  出発式： １１：３０ 

   嵐山中ノ島公園  

（阪急嵐山駅より徒歩５分、 

ＪＲ嵯峨野線嵯峨嵐山駅より徒歩１３分） 

ゴール： １５：００～１８：００  出町柳鴨川河川敷

参加費： 事前申込 １０００円 当日申込 １２００円

２日間参加：  

  事前申込 １５００円 (当協会会員 １３００円)

集合写真 

花の御所碑
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例会の活動報告                                                         

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 

 
                                                   

 

 

 

１４０号  

歩育コース 田能遺跡と伊丹スカイパーク
日   時 ： ６月２日（土） 晴れ 

参加人数： ６７名  距離： ６㌔ 

担   当 ： 歩育ブロック（山田リーダー） 

ファミリーコース 室町幕府終焉の地 

槙島城跡と宇治茶園       
日   時 ： ６月１７日（日） 晴れ 

参加人数： ２３２名  距離： １０㌔ 

担   当 ： 第１ブロック （池内リーダー）  

平成３０年度ＪＷＡ会長表彰を受賞

湯けむり５００選 パート⑫ 

勝浦温泉・熊野古道バスＷ 
日時：６月１２日（火）～１３日（水） 晴れ 
参加者： 38 名  担当： 事務局 

６月２７日開催のＪＷＡ総会で、岩田良雄さんが、

ＪＷＡ功績表彰を受けられました。 

 岩田さんは平成元年にＫＷＡに入会、一般会員

ながら積極的にスタッフ業務のサポートを務められ

その人望に厚い感謝が寄せられていました。 

平成２４年に役員に推挙されるとともにＫＷＡ功労

朝１０時、ＪＲ黄檗駅近くの萬福寺・総門前広場を

出発。黄檗公園で列詰・トイレ休憩し、ＫＷＡ語り部

より「室町幕府の終焉」の熱弁を聞き、「隼上り瓦窯

跡」であった小山をおり、昼食場所の槙島公園に

到着しました。午後は、槙島城跡碑を横目に「泉殿

跡」、「高浄水跡」、「百夜月水跡」、「琵琶園」の石

碑を巡り、産業会館で列詰休憩。その後、唯一茶

畑の残っている「奥之山茶園」前を過ぎ、縣神社、

公文水跡碑を巡って宇治橋前にゴールしました。 

時 代 の 経 過

で、現存する井

戸や茶園が少な

く、石碑を訪ね

る ウ オ ー ク で し

た。 

離発着を眺めな

が ら昼食休憩。

風があり快適に

昼 食 を と り ま し

た。一時間後、北

エントランスに集

合し、ＪＲ伊丹駅

で解散しました。 

快晴のＪＲ伊丹駅前に、多くのウオーカーが集りま

した。ＪＲ伊丹駅を出発し、猪名川の土手から、神津

大橋を渡り、田能資料館に到着。学芸員さんのお話

を聞き、遺跡内の竪穴式住居などの屋外展示を見

学。遺跡を後に、伊丹スカイパークに着き、飛行機の

嵯峨野線がストップしているとの情報が入ったが、

定刻通りに出発。十津川周辺では新緑の中、猿や鹿

も車窓から見ることが出来ました。熊野本宮大社下で

昼食、自由参拝のあと速玉大社へ向かい、２名の１０

回参加者の表彰を行い、高野坂を目指しました。 
高野坂から見る熊野灘に往時をしのび苔むした古

道を歩きました。迎えのバスに乗りホット一息つき、宿

泊先へは船で渡り四つの温泉めぐりを楽しみました。

二日目は「道の駅なち」前をスタート。旧道を歩き

尼将軍の供養塔で一息ついた後、昔のたたずまいが

残る大門坂を目指しました。古道をおおう杉の大木を

見ながら石段を上り、三十三カ所の一番札所「青岸渡

寺」を参拝し那智の大滝では自然の雄大さを満喫し

こころ豊な気持

ちで聖地を後に

しました。車中で

は差し入れのお

菓子をいただき

お天気に恵まれ

楽しい湯けむり

の旅でした。 

賞を受賞されました。その

後、率先して「先頭や中間

旗手、アンカー」などのハ

ードな役割を担当、ご高

齢にもかかわらず営々と

活動され、後輩の鑑とした

われておられます。

元茨木川緑道と総持寺Ｗ     

６月２４日実施予定の例会は、ウオーク訪問地域が

６月１８日発生した大阪北部地震の被災地であり、復

旧作業が進行中でもありましたので、例会実施を急

遽中止いたしました。被害を受けられた皆さまの一

日も早い復興を祈念しております。 １０回参加で表彰

槙島城跡碑 

集合写真 
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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。      
 
５月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： ２５５名  
   
ウオーキングステーション（WST）を歩こう！  
   
第１６４回 平安神宮神苑無料公開ウオーク 

 日 時： ９月１９日（水）  集合： ９：４５  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口駅前広場 

 コ ー ス： 五条大橋～建仁寺～高台寺～平安神宮（神苑）～ＪＲ京都駅 

 距 離： １０㌔   参加費： ３００円 
 
第８５回ふれあいウオーキング教室 

 日 時： ９月２６日（水） 

 集 合： ９：３０  集合場所： ＪＲ京都駅中央改札口駅前広場 

 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、９月１９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  
   

大宮交通公園へ行こう 
 日 時： １０月１３日（土）     距離： ５㌔ 

 集 合： 10：00         集合場所： 地下鉄・北山駅 

 コ ー ス： 地下鉄・北山駅～上賀茂神社～大宮交通公園～地下鉄・北大路駅 

 参加費： ３００円  

 
オリジナルＴシャツの販売 

 
この度、ＫＷＡ８月の恒例「京都五山送り火ウオーク」を

デザインしたＴシャツを販売します。 

ロイヤルブルー地に、白と赤で文字を配したＴシャツで

す。各種サイズをそろえて、予約を受け付けています。 

数に限りがありますのでお早めにお申し込みください。

 

■サイズ： Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬなど  

■販売価格： ￥２，２００ 

■注文先： 各例会並びに KWA 事務局 

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 ５５７名 （６月２５日現在） 

あとがき       
 ７月３１日から、８月１日にかけて、愛宕山では「千日詣り」が行

われます。この日に参拝すると、千日間、火伏、防火のご利益が

あると言われています。「おのぼりやす！」「おさがりやす！」の

言葉を掛け合いながら、千日間の火除けの願いを込めて登りま

しょう。        ≪編集 阿部・中川・西田・花満≫ 


