
【スライド動画】【Photo Album】 2021 春のしあわせ  久し振りの京都 

京都一周トレイル東山 大文字山スタンプラリー 2021.2.23. 

     

 

 

 

 

 ■ スライド動画「京都一周トレイル東山 大文字山スタンプラリー」は下記に収蔵しています 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoSutampRally00.htm 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoSutampRally00.htm


 

 

コロナ3密対応の中で俄然人気の近場の低山歩き  

 久し振りに京都へ 京都大文字山スタンプラリー。 

かつては頂上の三角点踏みだったのですが、今は精度の良

くなったスマホの GPS 機能を使って、コース地図に記さ

れたチェックポイントを探す。アブリを立ち上げ、チェッ

クインボタンをオスとスマホの GPS が働いて今いる位置

をアフリに知らせて目的地到を確認する。OK だとポイン

トのスタンプがすぐにスマホに送られてくる。目的地でな

いと「今いる位置はチェックポイントではありません」と。

障害物等で電波が届かないとアウト。確認するまで約 30

秒。待つスリルが面白い。池袋のスクランブル交差点の人

込み調査と同じ。NTT や Google もスマホスマホで常時

こんなことやってるんだ。みそは到達日時が記録されたカ

ラーのきれいな到達ポイントスタンプが獲得でき、自分のスタンプ帳に張られること。 

どんなスタンプかは獲得するまでわからず、ラリーコースの多くが山頂・ハイキングコースのポイントで到達記録付き

の美しいスタンプ帳が出来あがって行くのも楽しみ。 

孫が見せてくれた京都トレイルのスタンプに俄然 家内も張り切って、今年初めての京都実家の墓参りも兼ねて、京都

トレイル 大文字山のスタンプ集めに出かけました。 

南北に連なる東山の明るい尾根筋高低差約400m 約8kmを約3時間余り。特に厳しい場所もなく、よく整備された

トレイル。樹木の中から急に展望が開け、美しい山並や眼下に広がる街の場所探しもできました。 

よく知る大文字山 登りは「ヤマスタ」のコースから外れ、大文字山の火床から大文字山山頂へ登り、山頂からコース

に入り、琵琶湖疎水の蹴上へくだりました。 

まだ、台風の傷跡が残る箇所もありましたが、よく整備された道。大文字山の中にこんな場所があったのかと新しい発

見も色々。また、よく知りながら道迷いも。低山歩きの自戒も。 

スタンプも5つ獲得してご満悦。うれしい山歩きになました。 

「ヤマスタ」と呼ばれるスタンプラリーよくご存じならばごめんなさい。 

 



【Photo Album】抜粋   2021 春 京都 大文字山 スタンプラリーWalk 2021.2.23 

      

【1】大文字山火床で 

 

【2】大文字山山頂の展望 

 

 



 

【3】大文字山山頂から京都トレイル東山コースを琵琶湖疎水蹴上へ 

 



【4】琵琶湖疎水の京都側出口蹴上 

 

【5】琵琶湖疎水蹴上インクラインと不思議な名前「ねじりまんぼ」 

 

【6】大文字スタンプラリーの終着点 蹴上を西に下った京都東山三条粟田口 

 

 

                      2021.2.23. 京都一周トレイル東山 大文字山スタンプ ラリ－ 

 



 

コロナ3密対応の中で、俄然人気の近場の低山歩き孫が大文字山や京都トレイルのスタンプを見せてくれて、俄然興味

深々の家内と二人、京都トレイル 大文字山のスタンプラリー。スタンプ集めに出かけました。 

何度も歩いたことがある大文字山ですが、京都トレイルの標識に沿って、東山の尾根筋を蹴上まで歩いたことはなく、

面白いスタンプ集め。 

南北にのびる東山の明るい尾根筋を約3時間余り。高低差約400ほど。特に厳しい場所もなく、よく整備されたトレ

イル。樹木の中から急に展望が開け、美しい山並や眼下に広がる街の場所探しができるのもうれしい。 

また、今はやりと聞きますが、同じくスマホ片手にスタンプ探しの人にも出会いました。 

それにしても、京都トレイルでひっきりなしに出会う人の多さにびっくり。 

六甲の縦走路以上やとー京都の魅力にびっくり。 

また、京都一周トレイルの案内板を探しながら歩いた初めての道も新鮮。 

大文字山の尾根筋をつなぐ京都トレイル。かつて山科側から登った道や南禅寺や鹿ケ谷などとのつながりも理解できま

した。また、山中 ちょっとした道迷い 登りと下りで、標識を見落とす。ヤッパリ地図は欠かせない。 

京都トレイルの案内板もそうですが、簡略化・簡略にデザイン化された案内板は注意しないと錯覚を起こすかも…… 

というのも 道標に描かれた案内図と山道を歩いてきて人が立つ位置が全く考慮されず、図案化され、方向に錯覚を起

こしやすい。 知っている山で菅、思いもよらぬところへ出てしまう・・・・気をつけねばと自戒 

◎ 新しい発見 

 ・ 美しい姿をした高い杉の美林が根こそぎ倒れているのを何か所も。他はそれほどでもないのに杉林は災害に弱いと。 

 ・京都トレイルの道は古代の鉄資源帯で何度か歩いされたた道。砂鉄の混じった花崗岩質 やっぱり赤い。 

 ・コースに記載された「七福思案処」「ねじりまんぼ」不思議な地名 はやりのパワースポットも 

次は残り、清水山から稲荷山 そして比叡山にもつながねば…・ 

近場の山歩きに手軽にスマホ片手にできる遊びを見つけました。孫たちとの会話にも。 

機会あればまた残る京都のスタンプあつめも 

スタンプ集めを目的に大文字山を歩いたうれしい一日 

祭日で人出の多い鴨川界隈 コロナも何とか収束をたどるのか・・・  

明日からは3月 2021年春の幸せを感じながら  

2021.2.23.夕 Mutsu Nakanishi 



    参考 和鉄の道・風来訪に掲載した京都東山walk 主要リスト  

和鉄の道・Iron Road 

1. 京都山科の古代のたたら跡 如意ケ岳南製鉄遺跡群を訪ねる 2013.8.26.  

     山科の山麓 古代のたたら跡から谷筋を大文字山へ 

     https://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1309yamashina00.htm 

2. 古代の鍛冶伝承・稲荷伝承の残る 京都山科 西野山walk  2016.6.3. 

     京都山科 西野山に坂上田村麻呂の墓を訪ねる 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1607nishinoyama00.htm 

3. 京都 東山三十六峰越 walk 【1】 京都にうれしい散歩古道の発見  2016.9.13. 

.   京都市街と山科を結ぶ東山滑石越「滑石街道」を歩く 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1610suberiishi00.htm 

4.  京都 東山三十六峰越 walk 【2】稲荷山降臨伝承の三ヶ峰から伏見稲荷大社へ . 2016.9.13.  

山三十六峰南端の稲荷山 三ヶ峰越 横断ハイク  

山科西野山から稲荷山へ登って伏見稲荷大社へ 久しぶりの稲荷山はワンダーランドでした 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1610inariyama00.htm 

5.  旧東海道 京都三条通 粟田口に鍛冶伝承の痕跡を訪ねる 2019.10.9.    .   

   ● 鹿ケ谷から東山の山裾巡り ● 若王子山上の新島襄の墓・駒ヶ滝の行場から南禅寺へ   

   ● 南禅寺から謡曲「小鍛冶」に謡われる鍛冶伝承地 京口「粟田口」へ 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/iron15/1911awataguchi00.htm 

 

風来坊・Country walk 

1.  2002 京都の春  京大界隈・大文字山   2002.3.14. 

    https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/kaze09.pdf 

2.  京都東山 陽だまりハイク  「アテルイ」の足跡「清水寺・将軍塚」 & 永観堂「みかえり阿弥陀仏 2006.2.9. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/dock/walk/5walky01.pdf 

3.   新緑の京都銀閣寺から大文字山越して大津・三井寺へ        2013.4.26. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2013htm/walk10/1305daimonji.htm 

4. <比叡山walk  古道 雲母坂 & 八瀬ケーブル > 2017.5.2.  

新緑の古道 雲母坂を登って 比叡山延暦寺へ 帰りは八瀬ケーブルに乗って 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/walk14/1707kirarazaka00.htm 

5.  2019京都の紅葉 永観堂・真如堂と八瀬・比叡山2019.11. 22.&23. 

https://www.infokkkna.com/ironroad/2019htm/walk16/1912kyomomizi00.htm 

 

 

 
 ■ スライド動画「京都一周トレイル東山 大文字山スタンプラリー」は下記に収蔵しています 

  https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0303KyotoSutampRally00.htm 
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By Mutsu Nakanishi
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