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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
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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

特別例会 琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク＆

第２６回 京都五山送り火ウオークを実施
恒例の真夏の大会、今年は３８℃超えの猛暑が続き、直前には台風の影響を受け、当日参加者が伸び悩みまし
た（１５日：２７６名 １６日：５９９名）。 １５日は、雨模様の予報が影響したのか当日参加者が伸びませんでした。ラ
クト山科公園をスタート、琵琶湖疏水の水音や緑陰にパワーをもらい、田邊朔郎博士の像を経て岡崎公園で冷た
いドリンクサービスを楽しみました。午後、吉田山山頂広場で、かち割り氷のサービスを受け、ひと時の涼を味わい
ました。その後、大文字の火床が見える展望台に至り、ＫＷＡ語り部のお話を聞きました。吉田山を下り、百万遍を
経て出町柳・河川敷公園にゴールしました。午後４時からは、予約された３４名の参加者が「鴨川納涼床」に参
加、薄暮の鴨川情緒を楽しまれていました。
翌１６日は降雨が心配される中、嵐山中ノ島公園で出発式の後、鳥居や左大文字の火床を眺め、船岡山ドリンク
サービスで嬉しい一息をつきました。１７㌔、２５㌔それぞれの火床観望コースを巡り、北大路橋や深泥池でのドリ
ンクサービスを受け、チェックポイントでスタッフの応援に励まされ歩を進めました。今年は台風が影響して、曇りが
ちで風も吹きしのぎやすいウオークを楽しみました。ゴールでは、多数のウオーキングシューズや、空くじなしの景
品が用意され、お土産を手に解散されました。夕刻には厳しい俄雨がありましたが、五山すべてが無事点火され、
精霊を送ることが出来ました。

–––

田邊朔郎博士の像(１５日)

大文字火床を観望(１５日)

渡月橋を行く(１６日)

左大文字火床を観望(１６日)

船岡山での給水(１６日)

深泥池での給水(１６日)

情報満載のホームページもご利用下さい。
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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 １０月７日（日） １２㌔

京の七野めぐり
平安の昔、船岡山の周辺には、紫野、上野、柏
野、北野、平野、蓮台野、内野という七野が広が
り、七野の総社として櫟谷七野神社（いちいだにな
なのじんじゃ）が創建されたと伝えられています。
爽やかな季節にロマンに満ちた七野を歩きます。
集 合 ： ９：４５（１０：００出発） 北野天満宮御旅所
（ＪＲ嵯峨野線円町駅）
ゴール： １５：００頃 ＪＲ二条駅
コース： 北野天満宮御旅所～北野天満宮（北野）
～平野神社（平野）～柏野小学校（柏野）～上
品蓮台寺（蓮台野）～船岡山～今宮神社（上
野）～大徳寺（紫野）～櫟谷七野神社～大極殿
跡（内野）～ＪＲ二条駅
参加費：
会員無料
他協会３００円
一般 ５００円
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特別基地
第１６５回

１０月１４日（日） １２㌔

西院春日神社

｢春日祭・剣鉾祭｣観賞Ｗ
「春日祭」は、無病息災・五穀豊穣を祈る西院
春日神社の秋祭りです。起源は江戸時代にはじ
まり、今日では２基のお神輿と、複数の剣鉾が祭
りの主役です。長さ８メートル程の剣鉾を垂直に
立て腰を落として上下することで鈴（リン）を鳴ら
す独特の差し方を披露しますが極めて特殊な技
術です。お神輿と剣鉾が西院交差点内に集ま
り、「巴回り」を披露し、観客を沸かせます。
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発）
ＪＲ京都駅中央改札口前広場
ゴール： ＪＲ丹波口駅
コ ー ス ： ＪＲ京都駅～
東寺～羅城門碑～
朱雀大路碑～二条
公園～待賢門～藻
壁門碑～西院交差
点（剣鉾祭）～ＪＲ丹
波口駅
参加費： ３００円

剣鉾の差し回し

櫟谷七野神社

歩育コース

１０月１３日（土） ５㌔

大宮交通公園へ行こう
子供たちが楽しみながら、交通に関する知識を
学ぶことを目的に造られた公園です。信号や交差
点、標識などが設置されたコースをゴーカートで楽
しみましょう。
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発）
地下鉄北山駅
ゴ ー ル ： １３：００頃 地下鉄北大路駅
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

特別基地

１０月２２日（月） １３㌔

第１６６回「時代祭」観賞Ｗ
秋の都大路を雅やかな行列が練り歩く時代祭
は、平安神宮の創建を祝って始められた壮大なお
祭りです。約２㌔に及ぶ行列は明治時代から、延
暦時代へとゆったりと遡っていきます。それぞれの
時代のヒーローを探して楽しみましょう。
集 合 ： ９：４５（１０：００出発）
ＪＲ京都駅中央改札口前広場
ゴ ー ル ： １４：３０頃 ＫＷＡ事務所
コ ー ス ：ＪＲ京都駅～鴨川河川敷～京都御苑（時
代祭）～堀川遊
歩道～ＫＷＡ事
務所前
参 加 費 ：３００円

ゴーカートを楽しむ

中世女人列
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例会のお知らせ（続き）
秋のウオーキング基地巡りのお知らせ

１０月２６日（金） １３㌔ タカシマヤ京都店

新選組ウオーク
幕末期、都の警護、不穏分子の取締などに命を
かけた新選組の遺跡を訪ねます。第三屯所跡（不
動堂村屯所）から、第一屯所（八木邸・旧前川邸）
跡を経て昼食休憩。午後は西本願寺に残る第二
屯所跡を訪ね、下京地区に残る当時の小競合い
跡をへて京都駅にゴールします。
集 合 ： ９：４５ （１０：００出発）
ＪＲ京都駅中央改札口前広場
ゴ ー ル ： １４：３０頃 ＪＲ京都駅
コ ー ス ： ＪＲ京都駅～不動堂～壬生寺～八木
邸～旧前川邸～
東町奉行所跡～
西本願寺～天満
屋事件跡～北小
路事件跡～ＪＲ京
都駅
参 加 費 ：３００円

屯所跡（西本願寺）

健脚・ファミリーコース １０月２８日（日） ２２/１５㌔

京の表鬼門と裏鬼門ウオーク
古代、中国では東北地方からの異民族に苦しめ
られ、彼らを「鬼」と呼び、やって来る方向を「鬼門」
と称しました。この風習が、平安時代には信仰とし
て広く伝わっており、平安京の鬼門を封じるために
多くの神社、寺院が建てられ、魔よけの猿も飾られ
ました。それらを巡り歩くウオークで、無事ゴールし
悪運を消し、幸運を呼び込んで下さい。
集 合 ： ８：４５（９：００出発） 地下鉄国際会館駅
ゴール： １６：００頃 地下鉄竹田駅
コ ー ス ： 地下鉄国際会館駅～赤山禅院～下鴨神
社～幸神社（さいのかみやしろ）～御所猿が辻～
梅小路公園（１５㌔
ゴール）～東寺～
羅城門跡～城南宮
～地下鉄竹田駅
参加費： 会員無料
他協会３００円
魔 よ け の猿
御所 猿が辻
一般５００円

例会の活動報告

ファミリーコース

角倉了以と京の名水ウオーク
日
時 ： ８月５日（日） 晴れ
参加人数： １５８名 距離： １０㌔
担
当 ： 第３ブロック （西田リーダー）
危険な暑さが予測されたので、見学ポイントが多
い復路部分を先に訪ねる逆回りのコースを取りまし
た。高瀬川沿いに木屋町通りを北上、船廻し場
跡、源融河原院跡、角倉地蔵を経て、五条児童公
園にてトイレ・水分補給の休憩。その後、御池通り
では、いったん地下街に下り、体温を下げて再び
地上に出てウオークを続けました。がんこ高瀬川二
条苑前の角倉氏邸跡で、語り部解説を聞き、角倉
了以を訪ねるコースは終了。
続いて名水コースを進み、清荒神の「無垢の
井」、梨木神社の「染
井」、京都御所内の
「染殿井」、「祐井」、
「縣井」を巡って中立
売休憩所に到着、こ
こで切り上げ終了と
染井（梨木神社）
しました。

ファミリーコース

応仁の乱 西陣の町と山鉾の町
日
時 ： ８月２６日（日） 晴れ
参加人数： ２０５名 距離： １２㌔
担
当 ： 第３ブロック （西田リーダー）
３７℃の猛暑日の中、２０５名のウオーカーが栂尾
公園(ＪＲ二条駅)に参集されました。念入りなストレッチ
の後出発。美福通り、智恵光院通りを北上し、西陣の
町・糸屋町、紋屋町を経て、冷房の効いた西陣織会
館で列詰とトイレ休憩、身体を冷やして再出発。室町
幕府のあった「花の御所碑」、応仁の乱発祥の地「上
御霊神社」でそれぞれ熱の入ったＫＷＡ語り部のお
話を聞き、京都御苑に到着、中立売休憩所で昼食休
憩を取りました。多くの人が食後、かき氷やソフトクリ
ームを食べ「涼」を取られていました。午後は室町通
り 、 新町通り を 南下
し、山鉾町を巡って、
頻繁な休憩・水分補
給、日陰のある側の
歩行という暑さ対策
で全員ゴールされま
上御霊神社
した。
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行事結果報告(続き)

歩育コース コカ･コーラ工場見学Ｗ
日
時 ： ８月４日（土） 晴れ
参加人数： ３１名 距離： ６㌔
担
当 ： 歩育ブロック （山田リーダー）
集合時刻には気温が３０度を超え、近鉄大久保
駅まで歩き、そこからバスでコカ・コーラ京都工場
に向う安全策を取りました。工場前でバスを降り、
見学開始時刻まで玄関前に置いてあるマスコット
「ポーラーベア」人形の前で、個人や全員の記念
写真をカメラに収めました。その後ウエルカムゾ
ーンに入り、コカ・コーラ製品の試飲を楽しみ、い
よいよ見学が始まりました。

最初のスタディーゾーンでは、コカ・コーラの歴
史などを３Ｄ映像で知り、続いて歴代製品の展示
品を見学し、缶コーヒーの製造現場を見学。
ふたたびウエルカムゾーンに戻って解散時間
まで、コカ・コ
ーラ製品の
試飲を楽しみ
ました。

ポーラーベア前にて

お知らせ：
２０１９年度の第１０回京都ツーデーウオークは、３月２日（土）～３日（日）に開催されます。

お知らせ

この印は、ＪＲふれあいハイキングの対象です。

７月度のＫＷＡウオーキングステーション利用者数： １６３名
ウオーキングステーション（WST）を歩こう！

第１６７回

東山もみじウオーク

日 時： １１月２４日（土） 集合： ９：４５
集合場所： JR 京都駅中央改札口前広場
コ ー ス： JR 京都駅～五条公園～鴨川河川敷～岡崎公園～南禅寺～若王子神社～霊鑑寺～
法然院～銀閣寺～地下鉄・今出川駅
距 離： １２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

京の食文化ミュージアム
日 時：
集 合：
コ ー ス：
参加費：

あじわい館へ行こう

１２月１日（土）
距離： ６㌔
１０：００
集合場所： ＪＲ嵯峨野線二条駅
ＪＲ二条駅～壬生寺～京の食文化ミュージアムあじわい館～梅小路公園～ＪＲ京都駅
３００円

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 ５５５名 （８月２５日現在）

あとがき
中秋の名月の日に、比叡山麓の赤山禅院では、ぜん
そく封じ・へちま加持の行事が行われます。大阿闍梨が
加持した「へちま護符」を持ち帰ると、ぜんそくに効くと言
われて、多くの方が訪れます。
≪編集 阿部・中川・西田・花満≫

