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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 高橋 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  
        

 
 

         
 

 

 

 
                

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

   

 

  

        

     

    

    

   

   

   

  

   

                                                            

特別基地ウオーク １２月２１日（月）  １０㌔  

第１８８回  東寺終い弘法ウオーク 

健脚コース １２月６日（日） １６㌔   

小倉百人一首ゆかりの地めぐり 

ビギナーコース   １２月１２日（土） ６㌔  

京の時計塔と京都市考古資料館

ファミリーコース  １２月２０日（日） １２㌔  

京のお金めぐり  

小倉百人一首の作者邸宅跡（蘆山寺、河原院

邸跡など）や祀られている社寺（俊成社、恵比須

神社等）を順に巡ります。平安時代にタイムスリッ

プしてみましょう。   

受付時間：８：００～８：４５ ＪＲ京都駅中央口前広場

ゴ ー ル ： １５：００頃 ＪＲ京都駅     

コ ー ス ： ＪＲ京都駅～俊成社～在原業平邸跡

京の師走の風物詩「弘法さん」に、参詣すると大きな

功徳があるといわれています。中でも終い弘法の境内

には様々な市が立ち並びます。今後、運営委員会から
中⽌発表があるかもしれません。事前にご確認下さい。 
受付時間： ９：００～９：４５ ＪＲ京都駅中央口前広場

ゴ ー ル ： １４：３０頃 ＪＲ京都駅 
コ ー ス ：  Ｊ Ｒ 京 都

駅～梅小路公園～

西寺跡公園～東寺

（終い弘法）～西本

願寺～ＪＲ京都駅 

参 加 費 ：３００円 

～蘆山寺～ＪＲ京都駅 

千本通りを北へ向かい有名な時計塔を２ヶ所巡りま

す。当時は日々の生活に欠かせないものでした。そ

の後、京都市考古資料館を訪れます。展示物から過

去の生活の跡をたどってみましょう。 

受付時間： ９：00～９：４５  ＪＲ嵯峨野線二条駅 

ゴール： １３：３０頃  地下鉄今出川     

コース： ＪＲ二条駅～千本中立売の時計塔～ミヨ

シ堂時計店の時計塔～京都市考古資料館見学

～同志社大学彰栄館・時計塔～地下鉄今出川駅

参加費： ３００円 

師走の慌ただしさの中、今年一年の難事を思い起

こし来年には再びの繁昌を願ってお金にまつわる地

を巡ります。来年こそ良い年となるよう願いましょう。 

受付時間：9：00～９：４５ ＪＲ京都駅中央口前広場

ゴ ー ル ： １３：００頃  ＪＲ京都駅 

コ ー ス ： ＪＲ京都駅～繁昌神社～御金神社

～金座・銀座跡碑～日本銀行京都支店～

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 

弘法市 

要予約 （先着５０名） 

参加希望者は協会事務

局にお申込みください。 
京都市考古資料館

蘆山寺 

満足稲荷神社～恵比

須神社～ＪＲ京都駅 

御金神社

*** 「⼀休さんウオーク（11/7）」、「鷹峯・光悦村をたずねて（11/12）」は、ウオーク例会を中⽌します。 
*** １１⽉もコロナ対応での例会スタイルで、⾃由歩⾏とします。 「感染しない させない エンジョイウオーク︕︕」  
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ビギナーコース  旧京都電燈火力 
発電所跡と三栖閘門資料館  

日   時 ： １０月７日（水）  晴れ  参加人数：

６９名  距離： ６㌔  担 当： 山田リーダー 

 

平日コース 門前菓子めぐり
日   時 ： １０月１日（木）  晴れ 

参加人数： ２１４名  距離： １３㌔ 

担   当 ： 森リーダー 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
                 

 

 

 

       
 

 

 

 

   

この印は、ＪＲふれあいハイキングの対象です。   

第９８回 ふれあいウオーキング教室  
 

日 時： １１月１８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１１日（一週間前）までに協会事務局にお申込みください。    
 
       

 

観にウオーク  

仁和寺・成就山 御室八十八ヶ所霊場巡り
日   時 ： １０月４日（日） 晴れ 

参加人数： ２８名  距離： ８㌔ 

担   当 ： 中川リーダー 
    
２８名の小集団で、仁和寺の裏山・成就山に整

備された八十八ヶ所の霊場めぐりにチャレンジしま

した。距離は手ごろでしたが、急なアップダウンや

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 ４７１名（１０月２５日現在）

あとがき 

 １１月の京都では、徐々に紅葉が始まります。コロナ禍

で、もみじ祭りなどの行事も中止の報が相次ぎますが、

今年はどんな紅葉が見られるのでしょうか？大いに期

待したいものです。     《編集 阿部･中川･西田》 

例会の報告 

岩山ありと変化に富

み、ハードなコース

でした。多くのご利

益を頂き、充実した

ウオークでした。 

健脚コース 京都トレイル 東山伏見深草ルート
日   時 ： １０月１８日（日）  曇り 

参加人数： ２７７名  距離： １０㌔ 

担   当 ： 楡井リーダー 

９月に続いて京都トレイル第二弾です。夜来の雨

も上がり少し足元が悪い山道でした。伏見稲荷大社

の赤い千本鳥居を通り抜けて、薄暗い竹之下道を進

み民家の間を通り抜けて、再び大岩山への滑りそう

な道を登りました。堂本印象

寄贈の大岩神社の鳥居を

通り、大岩展望所の絶景を

楽しんで、下山しゴールし

ました。 

東寺道を西に進み「どら焼き」門前菓子の東寺に至

りました。門前菓子・２番目の「いなり煎餅」の伏見稲荷

大社を通り、古い街並みの伏見街道から藤森神社に

参りました。一部のウオーカーは昼食休憩をとられ

ました。その後、西に進

み城南宮では「おせき

餅」を買い求め、お土産

を手に笑顔で地下鉄竹

田駅にゴールしました。 

三栖閘門資料館

出発後、竜馬通りを下りモリタ製作所工場前に

至りました。構内には明治創業の京都電燈火力

発電所の建物が残されており、電気利用の先駆

けを担った遺構を知りました。その後、濠川沿い

の道を歩み三栖閘門に至り

ました。伏見～大阪間の水

運の重要なゲート役を担っ

ていましたが、今は水利と

観光利用に徹しています。 

順にお堂にお参りいなり煎餅 

堂本印象が寄贈した鳥居

を⼼待ちにされておられる⽅々には、⼤変⼼苦しい限りであり
ますが、どうかご理解いただきますようお願い申し上げます。 

次回の開催には、with コロナを考慮した上で、「ニュー京
都ツーデーウオーク」として開催すべく準備を進めてまいります
ので、ご期待いただきますようお願いいたします。 

京都ツーデーウオーク実⾏委員会

第12 回京都ツーデーウオーク開催中⽌のお知らせ
令和３年３⽉６・７⽇に開催を予定しておりました「第

１２回京都ツーデーウオーク」は、新型コロナウイルスによる
感染症の収束が⾒通せないことから、参加者やご家族の皆
様・市⺠の皆様の安全と健康を第⼀に考え、やむなく中⽌
することといたしました。 

第１１回⼤会から連続しての中⽌となることから、開催


