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霜月

１１月例会のご案内 若狭路海岸をめぐる！
日 時 １１月２５日(日) ９時～15 時

集合場所 JR 小浜線大鳥羽駅前

解散場所 小浜市中央公園（小浜駅まで数百ｍ）

距 離 １８．３km ８．９km

コース 大鳥羽駅⇒田烏トンネル⇒田烏海岸

⇒八代海岸⇒志積「宝積寺」（昼食）短縮コースフィニッシュ（バス乗車 12：38・・・→小浜駅 13：03）

⇒箸のふるさと館（小浜市福谷）⇒小浜市中央公園

アクセス 北陸本線 芦原温泉（6：36）→福井(7：07) → 敦賀（7：58）乗換

小浜線 敦賀（8：15）→大鳥羽（8：57）

小浜線 小浜（8：25）→敦賀（8：42） 各自お確かめ下さい

『さあ、歩きだそう！知らなかった福井を見つけに』

『一緒に歩けばきっと見つかる！ 福井”新”発見』

先月号でお知らせした第 1回旧街道ウオーク（11 月 4日）の訂正がありますのでご注意ください。

集合場所 大聖寺駅前→→加賀市役所（駅から約 3 分のところ）駅から案内いたします。

トイレは必ず駅ですませてください。

市役所での駐車は禁止です。

集合時間 8：00～8：30 で変わりありません。

参加費 登録費と参加費合わせて 1200 円となります。申し訳ありませんが釣銭が出ないようにお願いします。

日 時 １２月２日(日) ８：３０～９：００受付 １４：３０ゴール

集合場所 ＪＲ芦原温泉駅 解散場所 ＪＲ森田駅

距 離 1６km

コース ＪＲ芦原温泉駅⇒関の七曲り⇒下関・一里塚⇒石だんご碑⇒お早良作地蔵

⇒舟寄道標⇒黄楊の堂⇒金戸まつや地蔵⇒算塚⇒ＪＲ森田駅

アクセス 北陸本線 敦賀（6：48→武生（7：18）→福井（7：45）→芦原温泉（8：02）

参加登録費 １０００円 パスポートを配布します。(前回登録した人は必要ありません)

参加費 協会員 ２００円 他協会員３００円 一般５００円 （今後毎回必要です）

福井県ウオーキング協会

910-0006 福井市中央 1 丁目 9-29

℡ fax 0776-28-6980

メール fukui-walking@cube.ocn.ne.jp

HP http://fukui-walking.sakura. ne.jp
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行事計画変更のお知らせ！

当初、行事予定に入っておりました北の庄担当の「初詣ウオーク～白浜船祝～」は、
諸般の事情により取りやめて、それに替わるものとして、明春 1 月 20 日（日）に、「新
春ウオーク～八社巡り～」と銘打って実施することになりました。さらに、ウオーク後、
今年 1 月同様、会員相互の親睦を深めたいと願って、「新年会」も計画いたしました。詳
細は次号の「歓歩」にてお知らせします。どうか、新春 1 月 20 日（日）は協会行事に空
けておいていただきますようお願い致します。

旧街道の連絡先

今後旧街道のお問い

合わせやご意見等は次

のところへお願い致し

ます。

080－6351－0408

（旧街道企画委員会）



１２月例会

『チャレンジウオーク』
日野川サイクリングロードを歩く

福井県中央部の丹南地域を流れる日野川沿いのサイクリングロー

ドを歩きます。（一部、国道 365 号線を歩きます。）ＪＲ今庄駅から

日野川下流に向かってＪＲ武生駅までのコースです。途中の南条

駅・王子保駅でもフィニッシュもできます。長短３つのコースを自

分の体力に合わせてチャレンジしてください。

日 時 １２月９日(日) ９時 40 分～

距 離 Ａコース 20㎞ Ｂコース 14㎞ Ｃコース 8㎞

集合場所 ＪＲ今庄駅前

解散場所 Ａコース ＪＲ武生駅前

Ｂコース ＪＲ王子保駅前

Ｃコース ＪＲ南条駅前

昼食地 南条サービスエリア

明智神社

25 年 2 月 16 日（土）奈良ウオーク出発

確定致しました。

寒い時期のウオークとなりますが、申し

込みの皆様と楽しく出かけようと思いま

す。詳細は直接お知らせいたします。

なお、席に若干の余裕があります。お申

込みください。

申込は葉書かファックスで事務所まで

お願いします。（0776-28-6980）

2 回目の奈良ウオークは 25 年 10 月頃に

「柿食えば・・・・」と題して企画。

3 回目は 26 年 4 月に「吉野、

春模様・・・」と企画しており

ます。

秋晴れの「東郷を歩く」 １０月例会

県民スポーツ祭の一環でもある「東郷を歩こう」１０月例会が２１日に行わ

れました。参加者は一般参加者を含めて約１２０人。9 時 30 分に元気なお母さ

んと男の子の「檄」の掛け声のもと水路沿いに町内を散策する 10ｋｍコースと

東大味を経て一乗谷朝倉氏遺跡までを歩く 16ｋｍコースに

分かれて出発しました。

16ｋｍコースは好天に後押しされるようにハイペースの

ウオークで一気に槇山城跡（標高 122ｍ）にかけ登った。頂上

からは福井市街や足羽川が眼下に見え、素晴らしい眺望を楽し

むことができた。秋の取り入れを終えた田園地帯、水面がキラキラ光る水路沿いの遊歩道を歩き、

東大味の西蓮寺で一休みする。西蓮寺では本堂で寺の由緒や保存されている柴田勝家公の木像な

ど文化財についてのお話をお聞きした。すっかり汗も引いた頃、集落内にある明智神社へ向かっ

た。その後、朝倉遺跡への峠をふたたび息を切らして越えて朝倉遺跡に着き昼食をとる。13 時 30

分に唐門を出発して朝倉歴史資料館前で解散となりました。

９月２１日（金）

せっかくウオーク(越前日本海ハイ！ウオークツー)

今年度はじめて、ハイ！ウオークツーで「せっかくウオーク」が組み込まれ

ました。「せっかくウオーク」とは、せっかく県外から福井県にみえたのだから、

「大会のコースには入っていない見どころを歩いてみよう」と行われるウオー

クです。三方五湖ツーデーマーチでは毎年行われていますが、ハイ！ウオーク

ツーでは、はじめてです。北海道や大阪などからの参加者たちは 10人足らずとい

う少人数でしたが駅前をスタートして、福井名物のそばとかつ丼を食べ、その後じっく

り福井市内を散策しました。時間は遅れに遅れて、おしかりを受けてもしかたがないほど

でしたが、初めて福井を訪れた方々には、落ち着いた歴史ある名所を巡り、瑞源寺の、今

を盛りと垂れているピンクや白の萩の花に満足したとのおほめの言葉をたくさんいただき

ました。

企画部より

お母さんと一緒に
エイ！エイ！オー！

瑞源寺の前で



２０有余年の＜歩み＞を振り返る

（第５回）

２００２年（平成１４年）

８月１１日「三国花火、ナイトウオーク」三国の夏

の風物は花火。初のナイトウオーク。あわら湯の町か

らサンセットビーチに。場所取りもなかなか難しい。

何とか見物してＪＲ芦原温泉駅へ戻る。１５Ｋ。

２００３年（平成１５年）

３月２日「ハイウエイウオークｉｎ大飯」、３月１

５日「小浜線電化開業記念Ｗ」 ２つの交通関係ウオ

ーク。１つは舞鶴若狭自動車道小浜西ＩＣ開通記念で、

ハイウエイを歩いた。トンネル多く横風もきつかった。

１２Ｋ。一方、小浜線電化開業記念ウオーク。ジーゼ

ルが軽快、静かな電化に。三方周辺の沿線を歩いた。

１８Ｋ。

１０月

１９日「旧

国鉄北陸

線ウオー

ク」、１１

月２日「若

狭小浜歴

史街道ウ

オーキング」２つの初登場。今庄～敦賀間の旧北陸線

跡Ｗ。数多いトンネルは当時を思い出す。今庄から敦

賀（３０Ｋ）杉津（１５Ｋ）大桐（９Ｋ）の３コース。

小浜歴史街道Ｗは文字通り神社仏閣中心に３コース。

２５Ｋ、１５Ｋ １０Ｋ。

地図の見方

本年 7 月 1 日 FWAの例会「国吉城を訪ねる」ウオーク

で配られた地図、これまであまり見かけないことが記入さ

れていました、お気づきになりましたか？。それは右下の

縮尺の横に「4cm—1km」と書かれていたことです。  

大部分

のウオー

キング大

会ではコ

ースマッ

プが配ら

れます。

例会の場

合は殆ど

が団体歩行ですから、滅多にコースを間違えることはあり

ませんが、三方ツーデーマーチのような大きな大会です

と、定められた時刻までにゴールする自由歩行となり、近

くにリーダーやスタッフがいるとは限りません。

もちろん案内標識などが設置してありますが、見落と

すとコースアウトにつながります。大勢の方がひとかたま

りだと、誰かが標識を見つけてくれますが、街中などで前

後に一人のウオーカーも見えない、俗にいう「一人旅」で

すと見落とすこともあります。数年前、倉敷ツーデーマー

チでコースから外れ、交番で教えてもらい 1km くらいの回

り道で、コースに戻るという苦い経験をしました。早めに

気づき事なきを得ましたが、地図から現在地の確認がで

きると楽しいことや助かることがあります。

「ただ歩く」から「地図を読んで楽しみながら歩く」ことを

おすすめします。その時のポイントを少し列記します。

① コースマップの等高度線をマーキングすると、尾根や

谷の状況・傾斜の緩急が把握できます。

② 地図で道路・鉄道・送電線や各種の記号を読むと、現

在地の確認が容易になります。特に神社を示す鳥居マ

ークや、寺院の卍の記号などはなじみがあるでしょう。

③ 縮尺1/25000の地図の場合、4cmで 1kmなのでおお

よその距離がわかります。また 1 円硬貨の径が 2cm

（500m に相当）なので、距離を 1円硬貨で手軽に読む

ことができます。 （配布の地図は、拡大や縮小され

ていることがあり注意が必要です）

④ 「平地は距離で、山は標高で歩く」と言われており、平

地なら 1km10-15 分 山地（登り）の場合、標高差

200-300m を 1 時間位で見込むと、ゴールの時刻が計

算できます。 （田辺信次氏寄稿）



会員紹介

竹内長男さん
いつも見守っていてくれるようで安心感が湧いて

くるような眼差し。83歳という竹内さんは、本当

に元気です。元気ですというより、各地を見たい、

歩きたい、知りたい意気込みで燃えています。会

員紹介のインタビューの場所も、駅前にあ

る協会事務所を見てみたいからとわざわざ

おいでになりました。

昨年は例会皆勤賞をとり、一昨年の 300

キロ縦断は、初回を除いてあとは全部参加。

昨年までの「ウオーク日本１８００」も

武生で行われた総会ウオーク以外は全部参加。両方とも完歩賞は逃したも

のの素晴らしいものです。

協会関係のウオークだけではなく、ＪＲや福鉄などのパンフレットを見

ては滋賀県を中心に多数歩いています。以前はマラソンをしていました。、

その時からの、参加した大会等の資料は大事に保存しています。それらの

綴じたファイルは、20 冊近くにもなってしまいました。最後のページに

は８月例会の健康の森ウオークの地図と賀茂神社の資料がしっかり大事

に納められていました。それ以前のどのページを開いても、この時は○○

だった。これは、○○の時だったと懐かしそうに話されます。ファイルだ

けではなく、日記は小さな文字でぎっしり、毎日か書いています。若い時

にも書いていましたが、仕事をリタイヤしてからは一日も空けずに 20 数

年書き続けている。又、予定表を見せて頂くと、いろんなウオーキングの

予定が事細かく書かれている。集合場所、時間、予約の要不要などなど・・・。

素晴らしい宝物のファイルと日記は、1 年 1 年増え続けています。83

歳には見えない竹内さんは 15 歳以上も若い筆者ですが、眩しく輝いて見

えました。

ウオーキング教室

日時 １２月２日（日）午前９時～１２時

場所 若狭町市場 若狭町歴史文化会館

目的 楽しくウオーキングをするには(初級)

内容 ウオーキングについて

持ち物とシューズ

ウオーキングの習慣と病気の予防＆効果

楽しくウオーキングを続けるためには

ストレッチ(スタート時.フィニッシュ時等)

ウオーキングの実技指導

大会パンフレットあります

10 月 27 日現在、事務所に次のウオーク案

内のパンフレットがあります。必要な方は、

℡をして事務所が開いている時に、おいで

ください。

11 月 10 日（土）～11 日（日）

北アルプス山麓ツーデーウオーキング

11 月 17 日（土）18 日（日）

下関歴史ウオーク

11 月 17 日（土）18 日（日）

城下おだわらツーデーマーチ

11 月 24 日（土）25 日（日）

ピースウオークひろしまツーデー

11 月 24 日（土）25 日（日）

中川アルプス展望さわやかウオーク

12 月１日（金）～２日（日）

わかやまツーデーマーチ

12 月８日（金）～９日（日）

満濃池空海こんぴらしあわせツーデー

12 月８日（土）９日（日）

名護・やんばるツーデーマーチ

１月 12 日（土）15 日（日）

熱田・伊勢 125 キロ初詣でウオーク

残念なお知らせ

御食国若狭おばま歴史街道ウオ

ークが、今年で終止符が打たれる

ことになりました。小浜商工会議

所中心に行われていましたが、諸

般の事情により今年度 10 回で終

わりです。小浜の海や街並みを満

喫できたことが思い出されます。

今までのスタッフの方々の御世話

に感謝したいと思います。

今後、例会などで小浜を歩く機

会があるといいなと思います。

11 月 12 月 1 月協会の予定
11 月 3 日（土）
文殊山に登ろう

11 月 4 日（日）
ふくい旧街道ウオーク

11 月 25 日(日)
若狭路海岸を巡る

12 月 2 日(日)
ウオーキング教室

12 月 9 日(日)
チャレンジウオーク

1 月 20 日(日)
新春ウオーク

編集後記
編集委員は、私を含めて６人で構成されていますが、

私以外みんな立派な人です。4 月当初はついていかれる
かしらと心配でした。でも、立派な人はやっぱり立派な
人です。原稿も快く書いて頂き、私の、パソコン力・文
章力・構成力の足りなさをやさしく且つ辛抱強くカバー
してくれます。感謝感謝です。


