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26年度総会が開かれました 

 26年度総会が、５月 25日（日）総会ウオーク後 10時 30分より、ア 

オッサ７階 706，707号室で参加人数６０名、委任状提出 122名で開かれ 

ました。 

 25年度事業・会計報告・26年度事業計画 会計予算が可決されました。 

総会後、完歩賞の表彰がありました。受賞者は次の人たちです。 

 

25年度完歩賞 18名（17例会のうち 15回以上完歩） 

 野尻教子 宮下國男 末本喜代二 大瀧八郎 西尾宣武 田辺信次 田辺柳子 西出すみ子 小林伊都子  

森谷利規 佐々木一成 佐々木紀子 今井正美 大瀧節子 上嶋義彦 山田喜美恵 井上光子 島田千穂子    

25年度努力賞  14名（17例会のうち 12回以上完歩） 

荒井勇 上川康博 早瀬昭 高崎隆 竹内長男 笠島慧子 福岡祐一 林順子 田中貞夫 天谷敬子 三好義廣   

田中慶二 堀志津枝 山中文男              （敬称は略させていただきます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 

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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2014年６月 1日発行 

第２３回若狭・三方五湖ツーデーマーチ大盛況でした 
 ５月 16 日のせっかくウオークに始まり、17 日の若狭鯖街道、18 日の五湖一周ふれあいの道と三日間とも

素晴らしい天気に恵まれ、全国的に縮小気味のなか、10 年来の 6,000 人を超える記録的な参加人数となり、

大盛況の大会となりました。開催地のみなさんや協会会員の熱意も通じ、高速道路もウオークする事が出来、

記念となるウオーキングでした。たくさんの方から『来年も参加するよ』と暖かい声をかけて頂きました。 

mailto:fukui-walking@cube.ocn.n


     日本一の清流『北川』のルーツ 

天増川（あますがわ）を辿るウオーク 
（年間完歩賞  ＩＶＶ対象 百景 87） 

天増川と清冽な流れと渓谷美を楽しむウオークです。 

流域には 4 カ所の廃村があり、石垣など往時が偲ばれます。 

日 時  ６月 29 日(日) ９時 30 分 

集合場所 若狭町熊川 道の駅「若狭熊川宿」 

解散場所 若狭町熊川 道の駅「若狭熊川宿」 

距 離  10 キロ 

コース  道の駅「若狭熊川宿」⇒天増川集落⇒三重ヶ岳登山口⇒若狭町熊川 道の駅「若狭熊川宿⇒ 

アクセス 芦原温泉 6：36→福井 7：12→越前花堂 7：16→武生 7：32→敦賀 8：03 

敦賀 8：15→三方 8：45→上中 9：04     小浜 8：15→上中 8：34 

〈乗換〉JR バス上中駅９：15 発→熊川宿 9：24 

車を利用される方、熊川宿には駐車場はありますが、道の駅への駐車は一般観光客の利用があり

ますので極力避けてください。熊川宿入り口の駐車場をご利用ください。 

JR 利用の方 片道 1,000 円以上かかる場合はおでかけ切符がお得です。 

（26 日までにお買い求めください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加協力行事 

「勝山恐竜クロカンウオーク」（IVV 百景 16） 

日 時 2013 年 6 月 8 日（日）8 時スタート 

会 場 かつやま恐竜の森 

交 通 勝山市弁天駐車場よりシャトルバスあり（会場に駐車場なし） 

コース 恐竜の森⇒化石発掘地⇒恐竜の森 14 キロ  

参加料 ８００円 申し込み締め切りは終了しています 

   申し込みされた方はお間違えのないように、参加して下さい。 

 

 

あわらおもてなしウオーク（IVV 百景２・４） 

日 時  ６月 21 日（土） 午前 8 時 30 分～午後４時３０分頃 

集合場所  えち鉄あわら湯のまち駅前 

解散場所  JR 芦原温泉駅 

定 員   １００名（事前申し込み制）    

申し込み締切日  ６月１７日（火） 

参加費   1,000 円 

コース  あわら湯の町駅前広場⇒きららの丘⇒北潟湖畔公園⇒花菖蒲園⇒多賀谷左近三経公墓所⇒ 

IKOSSA⇒JR 芦原温泉駅 16 キロ  （あわら湯の町駅へシャトルバスあり） 

その他  てくてく、さっさとウオークする大会ではありません。パンフレットに示された時間にあわせ

て、コース途中でいくつかのおもてなし（食べ物 歓迎行事等）を受けながら歩きます。 

     パンフレット同封  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井ライフアカデミー連携 街道ウオーク       お問合わせ 080-6351-0408 

      参加費・FWA 会員 200 円 他協会会員 300 円 一般 500 円・初めての参加者は登録費 1,000 円 

 

 

 

 

 

 

いよいよ佳境へ、美濃街道     ふくい旧街道ウォーク 美濃街道③ 

      牛ケ原 ～ 勝原へ  5月 4日             投稿者竹原会員 

5 月の街道ウォークは最高の条件に恵まれた。大野の街中を通って、荒島、経ケ岳にはさまれた旧街道を勝

原へ。参加者はどうも、最初に比べて増えているような気がする。通常のウォークよりも活気が満ちている。

七間朝市はもう刻限が迫っていたものの、街全体の雰囲気は十分に堪能した。石灯篭地蔵尊、日吉通り、寺町、

塚原など見どころは多い。 

何よりも丁寧な地図と、名所旧跡の説明がいい。なんども通っている道だが、説明が加わると、趣が深ま

る。「車の目」を脱して「歩きの目」になる。思いもよらなかったものが見えてくる。菖蒲池
しょうぶいけ

結和
ゆ い わ

館(道場を兼

ねる)の大きな仏壇の前には西川知事の揮毫。「寿與亀鶴永」とあった。 

次回はいよいよ美濃街道の佳境
かきょう

に入る。九頭竜川本流をまっすぐにさかのぼる。 

諸君、かの地にてあいまええん。見参!! 

美濃街道 ５回目(全６回シリーズ)    （ IVV 対象 ） 

日にち  ７月６日（日）   

往 路  集  合   ＪＲ福井駅東口   ９：００  （時間厳守）  

復 路  ドライブイン白馬洞からチャーターバスで福井駅へ （１８：２０頃着予定） 

コース  越美北線九頭竜湖駅⇒九頭竜ダム⇒穴馬総社⇒白馬洞   

距 離  19 キロ 

要予約  ６月１３日（金）〆切  料金  ２，７００円（片道・往復とも同額） 

    詳しくは 旧街道広報紙「新しい風」を見てください。 

 

 

はなはすの郷ウオーク 
（年間完歩賞  ＩＶＶ対象 百景 65） 

日 時  ７月 12 日（土） ９時～ 

集合場所 ＪＲ南条駅 

解散場所 ＪＲ南条駅 

距 離  15 キロ 

コース  南条駅⇒はなはす栽培田⇒ 

杣山城址⇒中腹登山⇒はな 

はす公園（昼食）⇒南条駅 

アクセス 福井 8：03→南条 8：31 

     敦賀 8：11→南条 8：35 

その他  ウオーキング教室を同時開

催します（右参照） 

ウオーキング教室参加者募集 

 今回のウオーキング教室は例会（はなはすの郷ウオーク）と同時

開催します。例会（はなはすの郷ウオーク）にショートコースを設

けて教室はこのショートコースを実技コースとして使用します。 

 会員皆様のお知り合いの方でウオーキングを始めようと考えて

おられる方がおられましたら、ぜひこの教室に参加するよう勧めて

下さい。又新しく協会会員になられた方はぜひ教室に参加下さい。 

開催日時 ７月１２日（土） 午前８時４５分～午後３時３０分 

集合場所 ＪＲ南条駅 解散場所も同じです。 

参加資格 １０㎞程度のウオーキングが可能な方なら年齢、性別を

問わずどなたでも参加出来ます。 

参加費  協会会員並びに協会団体会員の参加は無料です。 

     一般参加者並びに他県協会会員の方は１人５００円 

コース  南条駅→はなはす公園→南条駅 

アクセス 左参照 

その他  ウオーキングの出来る服装とシューズで参加下さい。 

昼食は各自用意下さい。はなはす公園で昼食とします。 

 

７月例会 



大会パンフレットあります 
６月７日（土）８日（日） 

  加賀百万石ツーデーマーチ 

６月７日（土）８日（日） 

  長良川ツーデーウオーク 

６月１４日（土）１５日（日） 

  にいがた湊まち歴史ウオーク 

６月 21 日（土）22 日（日） 

  ツーデーウオーク札幌を歩こう 

７月５日（土）６日（日） 

  立山まるごとウオーク 

７月 31 日（木）８月１日（金） 

  八甲田山と（津軽・下北）２大半島ウオーク 

８月 23 日（土）24 日（日） 

  イーハトーブの里ツーデーマーチ 

11 月８日（土）９日（日） 

  杜の都・せんだいツーデーマーチ 

 

 

 

遠歩北陸道に参加者の皆様お疲れさまでした。 

18 名が各々のペースで完歩できました。暑い中本当

にご苦労さまでした。 

総会ウオークでの養浩館はいかがでしたでしょう

か。個人的には雪景色の庭園が好きです。 

第４回目の奈良ウオークを 11 月 2４日（月・振替

休日）室生寺へ行こうと思います。 

参加希望の方は、ご連絡ください。詳細はお知らせ

致します。 

９月予定の日本海ハイ！ウオークツー 「せっかく

ウオーク」の題名を「楽しみは…」に変更をお願い

してありますが、結果はどうでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

企 画 部

より 

今 後 の 予 定 

6 月 1 日（日）旧街道ｳｫｰｸ 美濃街道４ 

6 月 8 日（日）勝山恐竜ウオーク 

6 月 21 日（土）あわらおもてなしウオーク 

6 月 29 日（日）日本一の清流『北川』のル―ツ 

7 月６日（日）旧街道ｳｫｰｸ 美濃街道５ 

7 月 12 日（日）はなはすの郷ウオーク 

（ウオーキング教室） 

8 月 3 日（日）旧街道ｳｫｰｸ 美濃街道６ 

ウオーク川柳 

・こどもの日 中河ゆらゆら 鯉ファミリー 

・疲れたよ 復路は乗りたい 五湖船っしい 

・青空に 歩くアンテナ 右ひだり 

・凛として 歩く姿は あのひとか 

・駐車場  近くを探す ウオ―カー 

・ダイエット 完歩の祝い 生ビール 

・人生は下り坂 ウオークはピーク 

・日本より 養浩館は 有名なり 

編集後記 

 春が来たかと思うと、ツーデー・例会・総
会など急にあわただしくなりました。もうす
ぐ夏です。喘ぎながらも今月の「歓歩」を発
行できたことでほっとしています。 

  

  

５月５日（日） 

きらめき道路中河ウオーク 

あいにくの小雨の中、49 名の参加者でした。ス

タート直後は、一時雨も上がりましたが、時々ぱ

らぱらと小雨が降る中でのウオーキングでした。

王山古墳は、山道で足下も悪く、安全を考慮して

通過しました。浅水川の鯉のぼり群も、無風の中

全く動かずの状態でした。西山公園のツツジは、

八分から九分咲きで今が一番の見頃と思われます

が、この天候のためか、人出は今ひとつの状態で

した。今日のウオークには、遠く横浜からの小学

二年生も参加されていましたが、元気に最後まで

完歩されました。又、芭蕉さんを背負って？歩か

れる方もおられました。 
 

☆☆☆ お 知 ら せ ☆☆☆ 

ホームページに掲載の写真でご希望の写真があり

ましたら、ホームページ右上の「お問い合わせ」から

このページのこの写真が欲しいとメール下さい。宅フ

ァイル便で写真のデータを送付させて頂きます。 


