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最近の活動状況
1． 新横江コスモスロードと剣神社巡りウオー
キング(例会-9)
10 月 21 日(日) 参加者 33 名 距離：10km
ウオーク時間：3 時間 30 分
コース：福武線西鯖江駅⇒穴田川コスモスロード
⇒下新庄剣神社⇒三田村家十二支博物館⇒薬師堂
⇒許左羅江清水⇒王山古墳群⇒福武線西鯖江駅
ウオーク概況：快晴の秋日和、西鯖江駅を出発コ
スモスの花も見頃のコスモスロードを通り剣神社
に到着。
ちょうど宮司さんがみえられ、初氏子の為に祝詞
を上げると聞き初氏子さんにお祓いをする事を初
めて知りました。
剣神社は奈良時代の生江氏の郷社で、千数百年の
歴史があるそうです。
次は三田村家の収蔵品の見学をさせていただき、
特に猪のコレクションは世界各地から集められ貴
重な物が数多く感嘆しました。
隣に立つ薬師堂も管理され、立派な丈六の薬師如

新横江コスモスロードにて

来坐像が祀ってありました。
当日は爽やかなウオーク日和で、県内各地で狼煙
が上がると聞き、遠望を楽しみながらでしたが残
念ながら見えなく、許佐羅江清水に到着し喉を潤
しました。
この清水は福井県の美味しい湧水に選定されてい
て、大勢の人が汲みに来ているそうです。
天候もよく最高の気分で船津神社境内を通り、王
山古墳群を登り始めてから、足に少し疲れが出て
きましが無事にウオークを終了しました。
下新庄 薬師堂前にて
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2．高岡市内巡りウオーク (例会-10)
11 月 4 日（日曜日） 参加者：44 名(内一般参加
者 2 名) 距離：10km
ウオーク時間：4 時間 30 分

天気：曇り

コース：ＪＲ高岡駅⇒赤レンガの銀行
（富山銀行）
⇒御車山会館⇒格子造りの町並み⇒鋳物資料館⇒
旧南部鋳造所（キューポラと煙突）⇒土蔵造りの
町並み⇒高岡古城公園（昼食）⇒高岡大仏⇒大伴
家持像⇒前田利長墓所⇒八丁道⇒瑞龍寺(拝観)
古城公園にて
ウオーク概況：会員の皆さんが楽しみにしている
今年度２回目のバスウォークです。
コースは国宝や重要文化財、情緒ある町並みなど
歴史的遺産が数多く残されている高岡市です。

3．初詣ウオーク

(例会－11)

1 月 3 日(水) 参加者：48 名(内一般参加者 10 名)
距離：6km ウオーク時間：9 時～11 時 20 分

バスの中で、コース中の見どころとなる前田藩、
大伴家持の歌、鋳造について知識を深めて高岡駅

ウオークコース：蔵の辻⇒総社大神宮⇒国分寺⇒

をスタート。

御霊神社⇒牧井手神社⇒藤垣神社⇒毘沙門天⇒稲

市内を巡るコースであるにもかかわらず、歩道が

荷神社⇒八坂神社⇒帆山寺⇒八幡神社⇒上総社⇒

整備されおり非常に歩きやすく周りを見ながら、

河濯山芳春寺⇒千代鶴神社⇒蔵の辻

のんびり歩くことができました。
また、高岡古城公園は「水濠公園」であり、お濠

ウオーク概況：曇り時々氷雨の降る中、平成年号

に映る色鮮やかな紅葉(モミジ、カエデ）は見頃を

最後となる初詣ウオーク(十三社寺巡り)が行われ

迎えており、
多くの方が散歩されておられました。

ました。

なお、ゴールとなる瑞龍寺（ずいりゅうじ）は、

コースは、毎年恒例の十三社寺巡りウオークコー

時間的に余裕ができたため拝観することとし、怪

スです。

我もなく無事に歩けたことの感謝と、会員の皆さ

積雪もなく、北陸地方特有の晴れから雨降りまで

んがこれからも健康でウォークできることをお願

めまぐるしく入れ替わる天候で、傘をさしたりす

いし合掌と相成りました。

ぼめたり忙しくしながら、十三社寺を詣でました。
予定終了時間の 11 時 30 分前には、全員ゴールし
今年も参加賞の暖かいお汁粉をいただきました。
今年一年楽しくウオーキングできますように。

旧南部鋳造所を見学

にて懇親会を開催します。
懇親会費

￥1,000 円 当日徴収します。

参加確認

懇親会の弁当を予約する必要が

あるため、同封の「懇親会申込ハガキ」を 2/14(木)
までに提出願います。出欠にかかわらず、お名前
記入お願いします。
入

浴 ： 柳荘には入浴施設があり無料にて

入浴可能です。
帰
蔵の辻で浅井会長の挨拶

途

： 福鉄利用の場合は、スポーツ公園駅

まで約 700m
b.

徒歩の場合は、JR 武生駅まで約 3km

その他

①平成 31 年度の年会費納入のお願い
平成 31 年度も引き続き会員になられる方につい
ては、年会費 2,000 円（家族会員 1,000 円）を
懇親会または総会時に徴収させて頂きます。
②健康保険証の写しを所持してください。不測
事故は、障害保険に加入している範囲内としま
す。
尚、当日平成 31 年度の年会費を納入いただいた
氷雨の中蔵の辻をスタート

方には、平成 31 年度の新会員証をお渡しいたし
ます。
ご不明な点は、080-6352-1969

事務局

福岡

まで連絡ください。
２．平成 31 年度総会及び総会ウオーク(例会-1)
(総 会)
a.日

時：平成 31 年 4 月 7 日(日)9 時～

b. 場

所：越前市福祉健康センター

大会議室(JR 武生駅前 平和堂 4 階)
千代鶴神社へ参拝
(ウオーク)
総会後、例会としてウオーキングを計画していま

例会のお知らせ
１．懇親会と懇親会ウオーク
a.日

(例会-12)

時 ：2 月 24 日(日)

集合場所と時間：9 時 30 分
距

す。
： 10 km(雨天時は 8km)

b.ウオークコース ：
JR 武生駅前

離：８km

ウオークコース： JR 武生駅⇒村国公園⇒水循環
センター⇒サンドーム(WC)⇒柳 荘
懇 親 会：

a.距 離

ウオーク後、引き続き柳荘の食堂

JR 武生駅⇒総社前⇒北府駅⇒牧井手公園(WC)
⇒芝原町桜並木⇒吉野瀬川堤防桜並木⇒SIPY
近辺(昼食・WC)⇒岡本町⇒JR 武生駅
(雨天時は SIPY 近辺での昼食なしで、土木事務
所前から JR 武生駅となる）

(その他)
a.

その他

総会に自家用車にて来られる方は、平和堂

立体駐車場をご利用ください。

・たけふ歩こう会ロゴマークのできるまで

なお、駐車料金の無料の手続きをしますので

先日、初代会長の帰山さんからたけふ歩こう会ロ

駐車券は会場受付に提出して下さい。

ゴマークのできるまでのお話しをお聞きすること

b.健康保険証(写)を所持してください。

ができました。

なお、不測の事故は、障害保険に加入している

当時歩こう会会員でおられた大久保さんが作成さ

範囲内とします。

れたそうで、大久保さんは、会社勤めの時にデザ

3. 湖北

桜を巡る(海津大崎) (例会－２)

イン関連のお仕事をされておられたとのことです。

a.日 時：4 月 14 日(日)

お話の概略ですが、ロゴマークのイメージは、親

集合場所と時間：７時３０分 JR 武生駅前

しみと元気さに留意し『歩』の文字に元気よく歩

JR 福井駅 7 時 08 分発 JR 鯖江駅 7 時 22 分

く姿を、また道は人の輪や血液の循環をイメージ

JR 武生駅 7 時 27 分着にあわせて出発します。

したのだそうです。シンボルカラーは、歩こう会

3 月に JR ダイヤ改正が予定されています。

からの提案で紫色にしたそうです。

正確な列車時間は、各自再度確認願います。

紫は、ロゴマークには難しい色ですが、血液や紫

距離：１２km

式部のイメージを想起させるということで使われ

バス利用でのウオークです。

b.ウオークコース：

たそうです。産みの苦しみもあったようですが、

JR マキノ駅前⇔海津町並み⇒海津大崎⇒大崎

末永く親しまれるロゴマークに仕上がったと言わ

観音⇒二本松⇒大浦⇒JR 永原駅前

れています。

JR 武生駅前帰着は１６時頃予定

・役員(幹事)募集しています。

c. 健康保険証(写)を所持してください。

現在

幹事(事務局含めて)15 名で運営してい

なお、不測の事故は、障害保険に加入している

ますが、増員計画中です。

範囲内とします。

会の企画・運営に協力いただける方を募集して

3 月上旬に臨時会報で振込用紙を同封し、参加申

います。協力いただける方がおられましたら、

込を受け付けます、チャーターバス利用でのウオ

事務局までお知らせ下さい。

ークにつき、４月９日(火)までに 3,000 円/人を
振り込んで下さい。定員は 49 名です。
早めのお申し込みお待ちしております。

編集後記
・たけふ歩こう会のロゴマークについて、今まで

県例会他のウオーク情報

どなたがどういう経緯で作成されたのか、疑問に
思っていたのですが、初代会長の帰山さんから作
成経緯をお聞きすることができ、疑問を晴らすこ

1．福井歩こう会 2019 年度ウオーク

(自主)

とができました。作成に当たっては、大久保さん

福井歩こう会の 2019 年度行事計画が、
送付されて

が相当苦労されたようです。
感謝しかありません。

きましたので会報に同封しました。自主参加で、

・1 月 16 日現在の会員数は、101 名です。

参加費が都度 500 円必要ですが、変化に富んだウ

・たけふ歩こう会のホームページが立ち上がって

オークコースが盛り込まれています。

います。パソコンからご覧頂けます。

詳細は、福井歩こう会（090－7084－6684 津谷会

情報は、随時アップデートされています。

長）までお願いします。

一度ご覧下さい。
http://blog.ap.teacup.com/takefuarukoukai/

