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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 髙橋 尚好
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 第２７回

京都五山送り火Ｗ 事前申込受付中

今年も厳しい暑さが予想される中、「五山送り火ウオーク」が開催されます。送り火の準備状況を観望する事
が出来ます。麓の受付で奉納された護摩木は、保存会の手で火床まで運ばれ焚き上げられます。暑さ厳しい
京都を満喫ください。
◆特別例会
集 合：
ゴール：
参加費：

８月１５日（木） 琵琶湖疏水と大文字観望ウオーク １３㌔
９：４５（１０：００出発） ラクト山科公園（ＪＲ琵琶湖線山科駅）
１５：００頃 出町柳鴨川公園
事前申込５００円 当日申込７００円 中学生以下は無料

団体歩行

◆特別例会 ８月１６日（金） 第２７回京都五山送り火ウオーク １７・２５㌔ 自由歩行
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嵯峨嵐山駅より徒歩１３分）
ゴール： １５：００～１９：００ 出町柳鴨川河川敷
参加費： 事前申込１０００円 当日申込１２００円 中学生以下は無料
*** １７㌔コースでは３ヵ所、２５㌔コースでは５か所の火床が、観望出来ます。 ***
◆事前申込み ２日間事前申込は 1,500 円
（当協会会員は 1300 円） 中学生以下は無料

吉 田 山 展 望 台 （１５日 ）

竹 の道 を行 く （１６日 ）

令和元年度

深 泥 池 で給 水 (１６日 )

ゴール後 に酒 盛 り（16 日 ）

ＪＷＡ総会表彰を受賞

６月２６日開催のＪＷＡ総会で、竹中明さんが、功績表彰を受けられました。
竹中さんは、平成１１年に入会後、当協会の例会や行政庁との協賛・協力・共同企画
行事のほか、他協会の例会等にも積極的に参加し、幅広いウオーキング活動を行っ
ておられます。また例会等の企画や下見準備にも熱心で、役員スタッフはもとより会員
からも厚い信望を得ております。
竹中さんは、長いウオーキング活動に基づく経験が豊富で、当協会の知恵袋として
大きな存在感を発揮、今後の活躍が大いに期待できます。
ＮＰＯ法人京都府ウオーキング協会

検

索

ホームページもご利用下さい。
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歩育コース

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４日（日）

１４㌔

たそがれ納涼ウオーク 旧愛宕道を歩く
眩しい太陽が沈み始め暗くなっていく、黄昏時に
奥嵯峨をめぐります。
京都で８００年続く伝統行事「六地蔵巡り」のひと
つ常盤地蔵（源光寺）を訪ねた後、あだし野念仏寺
から旧愛宕道を下り、ＪＲ嵯峨嵐山駅にゴールしま
す。奥嵯峨の歴史満載のコースを歩いてみましょう。
＊ライトを持参して下さい。
集 合 ： １５：４５（１６：００出発）
ＪＲ嵯峨野線花園駅
ゴール： １９：００頃 ＪＲ嵯峨嵐山駅
コ ー ス ： ＪＲ花園駅～妙心寺～仁和寺～大覚寺
～あだし野念仏
寺～二尊院～渡
月橋～ＪＲ嵯峨
嵐山駅
参加費： 会員無料
他協会３００円
一般５００円

健脚コース

８月２４日（土）
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８月７日（水）

５㌔

日本銀行京都支店見学と琵琶湖疏
水記念館へ
日本銀行京都支店では、お札にまつわる様々な
体験をしていただきます。例えば、１億円（模造紙
幣）の重さを体験できます。加えて、ご自身のお札
を用いて、紙幣偽造防止技術を体験できますの
で、紙幣を持参し挑戦下さい。
日銀を出て岡崎公園で昼食休憩。その後、琵琶湖
疏水記念館をたずね、ＤＶＤ等で疏水の仕組みと役
割を学び、マンホールカードを頂き解散します。
集 合 ： 9：30（9：45 出発）
地下鉄・市役所前駅
(弁当必要 ・ 募集定員４０名)
ゴール： １４：００頃 京阪・祇園四条駅
コ ー ス ： 地下鉄・市
役所前駅～日本銀
行京都支店見学～
岡崎公園～琵琶湖
疏水記念館～京
阪・祇園四条駅
参加費：３００円
模造券による一億円など

あだし野念仏寺(HP)

１５㌔

活動報告

湯けむり５００選 パート ⑬

元茨木川緑道と総持寺ウオーク

下呂温泉バスｳｵｰｸ

今回は京都を離れ大阪の茨木市を散策します。
昭和２４年に廃川となった全長５㌔の元茨木川を埋
め立て、グリーンベルトとして整備され「大阪府緑の
百選」にも選ばれました。その元茨木川緑道を歩き、
西国観音霊場第２２番札所で、創建後１１００年を超
える縁起を誇る古寺・総持寺を訪ねます。初夏の
花、水、木の自然の息吹を感じましょう。
集 合 ： ８：４５（出発９：００） 東口駅前広場
（ＪＲ京都線茨木駅）
ゴール： １５：００頃 ＪＲ総持寺駅
コ ー ス ： 東口駅前広場(ＪＲ茨木駅)～元茨木川
緑道～佐和良義神社～花・水・木の小径～
総持寺～子安天
満宮～ＪＲ総持寺
駅
参加費： 会員無料
他協会３００円
一般５００円
総持寺

日時： ６月１１日（火）～１２日（水） 晴れ
参加者： ３０名
担当： 事務局
一日目は、いなべ市の阿下喜駅にある軽便鉄道
博物館の見学や軽便鉄道に乗り、すっかり童心に戻
って楽しんだ後、５００選の「三重-01 軽便鉄道と昭
和の町に出会う道」を歩き､めがね橋、ねじり橋など
の軽便鉄道の遺構をめぐりました。その後、岐阜県
の下呂温泉の山形屋に着き温泉で疲れを癒し懇親
会で友好を深めました。 二日目は、「岐阜-０８ 里山
歩き下呂への道」で、温泉博物館や、温泉寺、下呂合
掌村、ふる里歴史記念館を見学して、下呂のまちをア
ップダウンしました。そ
の後バスで移動し大
垣城外濠を散策し、松
尾芭蕉の句碑を巡り
奥の細道むすびの地
記念館で休憩後帰路
に着きました。
軽便鉄道博物館にて
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さくら近隣公園の
こども動物園と鏡伝池を巡る

歩育コース

平日コース

東高野街道を歩く
石清水八幡宮から山田池
日 時 ： ５月３０日（木） 晴れ
参加人数： １６５名 距離： １２㌔
担 当 ： 平日ブロック（森リーダー）
京阪八幡市駅近くの「さざなみ公園」を出発し、
東高野街道を南下しました。涼しい風が後を押し松
花堂庭園横の昭乗広場で休憩。男山団地の中を
南進しました。中の池公園で昼食。舟橋川緑地か
ら、東高野街道を進み、山田池公園に入り花しょう
ぶ園前で、一旦解散となりました。早いかなと思っ
ていた花しょうぶが、三分ほど咲いていて私たちを
迎えてくれました。花し
ょうぶを鑑賞した後、再
集合し広い山田池公園
を通り抜けて、ＪＲ藤阪
駅にゴールしました。

日
時： ６月８日（土） 曇りのち晴れ
参加人数： ２０名
距離： ８㌔
担
当： 歩育ブロック （山田リーダー）
降雨予報が災いして出足は極端に悪く、ウオー
カー９名のミニミニ例会でスタート。京阪八幡市駅前
から南下、善法律寺の青もみじを望み、男山団地の
南端に移動、「さくら近隣公園」に併設する「こども
動物園」を訪ねました。コンパクトな動物園で団地
住民に親しまれているようです。その後、枚方市民
の森・鏡伝池に到着し、昼食休憩。百数十種、三千
株を超す花しょうぶが見事に咲き誇っており、睡蓮
もかわいい花を咲か
せ、梅雨時の花々が競
演していました。参加の
方は素晴らしい花しょう
ぶの満開を楽しむ事が
出来ました。

鏡伝池にて

山田池公園の花しょうぶ

健脚コース
ファミリーコース

シリーズウオーク ③

昭和を歩く｢京都空襲跡と原爆
投下予定地｣
日
時 ： ６月１６日（日） 晴れ
参加人数： ２４５名
距離： １５㌔
担 当 ： 池内リーダー
出発式の後、堀川御池の交差点から北へ自由歩
行。米軍飛行場跡の二条城前から、西陣空襲の中
心地の山中油店で爆弾の破片を見て、辰巳公園の
西陣空襲跡碑で、被害の大きさを知りました。百万
遍の交差点を右折し、京都大学総合博物館で、保
存された日本軍が原子爆弾研究に使った、サイクロ
トロンの部品「ボールチップ」を見ました。東大路を
南下、東山馬町
の 空襲の 碑か
ら、西に進み、
梅小路公園に
ゴール。昭和の
痕跡に 驚き 平
和を実感したウ
オークでした。
東山馬町の空襲の碑

紫陽花の柳谷観音を訪ねて
日 時 ： ６月２３日（日） 晴れ
参加人数： １９９名
距離： １５㌔
担 当 ： 前田リーダー
ＪＲ島本駅前の桜井駅跡史跡公園から、ストレッチ
体操をしっかりしてスタート。アスファルトの道を進
み、急な階段を登り若山神社で列詰めトイレ休憩。
紫陽花の咲く山道を通り小さな里山を抜けて登る
と、乗願寺への道が通行止めで、迂回ルートを登り
柳谷観音に着きました。
あじさい祭が行われて多くの観光客が本堂の前
に並んでいました。境内にはさまざまな紫陽花の花
が、参加者を楽しませてくれました。昼食休憩の後、
再出発し山道を降りて乗願寺に着き、西山の大仏
（おおぼとけ）に、男は左ひざに、女は右ひざに触っ
て幸運を願いました。乗願寺を後に、西代里山公園
で休憩後、長岡天
満宮にゴールしまし
た。

乗願寺（西山の大仏）
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ミニウオーク 6 月例会のまとめ
ＫＷＡウオークの新形態として提案させて
頂きましたミニウオークは、６月に４回実施し
ました。
６月６日「大悲閣からの眺望を楽しむウオー
ク」として、鹿王院に参拝し、枯山水の庭の前
で１０分程、瞑想した後、大悲閣千光寺に参拝
し、保津峡の絶景を楽しみました。
６月１３日は「新選組誕生ウオーク」として、
三条大橋河川敷から池田屋騒動跡、三条大
橋たもとに掲げられた高札跡を見学した後、
川端通りで、偶然にも上皇・上皇后様のお車
を拝見。金戒光明寺に向かいました。参道
で、アフロヘアーの石仏の出迎えを受け、丁
度一週間前に建立されたばかりの松平容保
公像に手を合わせて帰路につきました。
６月２０日は、「大政奉還の決意とほろ酔

いウオーク」としてＪＲ二条駅から、若狭小浜藩京屋
敷跡、福井藩藩邸跡を訪ねた後、「キンシ正宗堀野
記念館」を見学し３種類の試飲を楽しみ、ほろ酔い気
分で帰宅しました。
６月２７日は、「京都御苑 歴史ふれあいの道探索
ウオーク」として、京都御苑で１８枚の駒札の台板を
鉛筆でなぞって１枚の浮出絵「アジサイ」を完成させ
ます。従来の一生懸命に歩くウオークと異なり、語り
部のお話もじっくりと聞け、寺院もゆっくりと参拝でき、
心豊かになることが出来ました。１０月も４回企画しま
すので、ぜひご参加して下さい。

大悲閣への参道を登る

お知らせ

金戒光明寺にて

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； ３０ 名
平安神宮神苑無料公開ウオーク
日 時： ９月１９日（木） 集合： ９：４５ 集合場所： ＪＲ京都駅中央口駅前広場
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１７４回

第９２回ふれあいウオーキング教室
日 時： １１月２０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、１１月１３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
立命館大学くさつキャンパスの木瓜原遺跡と学食へ（100 名）
日 時： １０月５日（土）
距
離： ８㌔
集 合： ９：４５
集合場所： ＪＲ琵琶湖線・南草津駅
コ ー ス： ＪＲ南草津駅～立命館大学くさつキャンパスの木瓜原（ぼけわら）遺跡・学生食堂利用～
ＪＲ南草津駅
参加費： ３００円
事前予約 （定員 100 名） ★学食費用は個人負担です。
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 ５１２名 （6 月２５日現在）

あとがき
京都の７月の行事の愛宕山千日詣りは、７月３１日深夜から８
月１日にかけて行われます。この日にお参りすると千日の功徳が
得られると言われて、老若男女、お登りやす！お下りやす！の
掛け声で行き交います。
≪編集 阿部・中川･西田≫

