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「さあ、歩き出そう!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 !」

◎実施日・コース等変更することがありま丸

◎気象警報が出ないかぎり雨天も実施しま
｀
九

◎参加の事故に関する保障範囲は、加入保険の範囲内となりま
｀
九

福丼歩こう会
〒919-0621福井県あわら市市姫二丁目27-21

津 谷 洋 司 方

TEL 090-7084-6684
FAX 0776-73-1126

TL壁 'S en′耳

′
れ
響 こヽう



2016年 12月 20日

実施 日 タイトル・コース 距 離 集合場所 集合時間 解散場所 解散時間

(49)

1月 3日

(火・祝 )

初詣ウォーク
1lkm 」R芦原温泉駅 9:40 えち鉄 三国駅 13:45

芦原温泉駅～あわら湯のまち駅～成田山～三国駅～

あわら湯のまち駅～芦原温泉駅
20km 同駅 同 」R芦原温泉駅 15:45

(50)

1月 22日 (日 )

年の初めの試し徒歩 (周 回コースで体力測定)

師４０ｋｍ
」R鯖江駅 」R鯖江駅

10:00-
16:00

鯖江駅～五郎丸信号～高速下～穴田橋～東鯖江信号～

弁天橋手前～鯖江駅

(51)

2月 10日 (金 )

福井テレビ局 (会社訪間)社食を味わう
10km 」R福井駅西口 」R福井駅 14:00

福井駅～福井テレビ局～福井駅

(52)

2月 24日

“

鐘)

風景印の旅④(足羽)

17km 」R足羽駅 9:25 」R福井駅 14:00
上文殊局・大土呂局・浅水局・江端局・花堂局・春日局

(53)

2月 26日 (日 )

丸岡駅廃線跡ウォーク(廃線-3)

18km 」R丸岡駅 」R丸岡駅 15100
丸岡駅～宮領～丸岡町本町～高椋公民館～一本田中～

舟寄～丸岡駅～福島～東長田～西長田駅～東長田～

福島～丸岡駅

(54)

3月 3日 (金 )

風景印の旅②(東郷)

15km 」R市波駅 」R越前東郷駅 14:00
市波局・―乗谷局・東郷局

(55)

3月 12日 (日 )

吉崎道を歩く(加賀の旧街道-5)

1 6km 」R細 呂木駅 9:20 」R大聖寺駅 14:00
細呂木駅～関所跡～切り通し～―字一石塔～きんめい竹～

御坊～番所跡～雁屋茶屋跡～発願寺～錦城ケ丘～

存如上人碑～荻生地蔵～地蔵堂～首塚～大聖寺駅

(56)

3月 20日

(月・祝 )

旧井のおいしい水 (大野)福井県安全環境部認定

10km 」R越前大野駅 10:10 」R越前大野駅 12:30
清水広場～五番名水庵～七間清水～石灯籠清水～

芹川清水～水舟清水～新堀清水～御清水～

御霊泉～本願清水～越前大野駅

(57)

3月 26日 (日 )

饉井城下町歴史探訪 (1/3)

1lkm 」R福井駅西口 9:30 」R福井駅 14:30

福井駅～地蔵町口～下級武士町～岡倉天心家跡～

志比口～簸川神社～加賀口～興宗寺～牧ノ島口～

権現堂川碑～明里飢饉塚～三ツ橋口～藁屋跡～

大仏～橋本左内生家跡～除痘館跡～中根雪江家跡～

福井城舎人門遺構～養浩館～芝原用水碑～福井駅

(58)
3月 31日 (金 )

颯景印の旅④(勝山市)

1 4km えち鉄 勝山駅 10:00 えち鉄 勝山駅 14:00
平泉寺局・立石局・元町局・沢局・勝山局

(59)

4月 8日 (土 )

第3回丸岡城門跡めぐり

8km 坂井市役所丸岡庁舎 9:40 坂井市役所丸岡庁舎 12:30丸岡駅～丸岡庁舎～福井口門～白道寺～本光院～

竹田門～里丸岡口門～円光寺～丸岡城～長畝口～

内長畝口門～金津口門～室町口門～神明日門～

丸岡庁舎～丸岡駅 17km 」R丸岡駅 8:40 」R丸岡駅 14:00

(60)

`月

14日

“

鐘)

風景印の旅④(勝山西部)

1 6km えち鉄 Jヽ 舟渡駅 9:40 えち鉄 発坂駅 14:30
北郷局・荒土局・滝波局・鹿谷局

(61)

摯月16日 (日 )

Jヽ 浜の寺社巡礼(1/6)拝観料別途必要

14km 」R新平野駅 9:20 」R東小浜駅 14120析平野駅～松永水土里広場～法雲寺～泉神社～

月通寺～若狭国分寺～東小浜駅

(62)

1月 23日 (日 )

旧井城下町歴史探訪(2/3)

1lkm 」R福井駅西口 」R福井駅 14:30

嘔井駅～北の庄城跡～横井小南宅跡～異人館跡～

照手御門跡～蓑屋旅館跡～いわし屋～狛屋敷跡～

明新館跡～福井城天守閣跡～日の出御門跡～

四ツ丼口～岡田啓介宅跡～和田口～大野口～

産々霊神社～桜木御門跡～福井駅

(63)

4月 28日 (金 )

翼景印の旅⑮(松岡)

16km えち鉄 山王駅 えち鉄 松岡駅 14:30
山王局・浄法寺局・志比局・松岡局

(64)

4月 30日 (日 )

デムカード・工事中の河内川ダム①

16km 」R上 中駅 9:10 」R上 中駅 15:00上中駅～若王子～熊川道の駅～河内川ダム～

首の駅～R303～ 上中駅

(65)

5月 5日

(金・祝 )

ダムカード・広野ダムと桝谷ダム②

(事前申し込み〆切 4月 8日 40名 バス代別2,000円 )

17km 」R今庄駅 9:00 」R今庄駅 15:00
今庄駅―バスー宇津尾～桝谷ダム～宇津尾～広野ダム～

宇津尾―バスー今庄駅

(66)

5月 6日 (土 )

斎藤実盛を偲ぶ道〇

20km 」R大聖寺駅 9:20 」R加賀温泉駅 15:30
大聖寺～灰塚～鏡池～橋立旧街通り～尼御前S・ A～

宮地廃寺跡～金明竹～実盛塚～首洗池～玉造古墳～

忌波神社～加賀温泉駅



2016年 12月 20日

実施日 タイトル・コース 距離 集合場所 集合時間 解散場所 解散時間

(67)

5月 12日 (金 )

風景印の旅④(越前海岸)

(事前申し込み〆切 4月 16日 20名 3,300円 ) 10km 」R武生駅 8:20 」R武生駅 14:00

武生駅―バスー四ヶ浦局・くりや局・米ノ浦局―バスー武生駅

(68)

5月 19日 (金 )

風景印の旅0(森日)

1 4km えち鉄 松岡駅 9:20 」R森 田駅 13:40
五領ヶ島局・横地局・森田粟森局・森田局

(69)

5月 27日 (土 )

旧井城下町歴史探訪(3/3)

1 6km 」R福井駅西口 」R福井駅 15:00

福井駅～由利公正碑～長慶寺～東郷口～旧北陸道～赤坂口～

宝蔵寺～山之奥口～通安寺～泰清院～不動寺～藤島神社～

黒龍神社～孝顕寺～西光寺～左内公園～館屋口～瑞源寺～

笏谷神社～丹巌洞～明里口～御蔵跡～福井駅

(70)

6月 2日

“

鐘)

風景印の旅④(美山)

18km 」R美山駅 」R美山駅 14:30
上宇坂局・下味見局

(71)

6月 10日 (土 )

ラベンダーの香り
13km Lち 鉄 あわら湯のまち馬 10:10

」R芦原温泉駅 14:30
芦原温泉駅～あわら湯のまち駅～ラベンダー畑～

県立大センター～きららの丘～フルーツライン～

千東一里塚跡～芦原温泉駅
17km 」R声原温泉駅

(72)

6月 18日 (日 )

争法寺山を歩く(雨天中止)

1 0km 浄法寺青少年旅行村 9:00 浄法寺青少年旅行村 14:00旅行村～しし岩～峰～びんつけ地蔵～冠岳838M～展望台～

争法寺山1052M～ 展望台～冠岳～岩場～旅行村

(73)

6月 23日

“

鐘)

風景印の旅①(鯖江)

17km 」R鯖江駅 8:50 」R鯖江駅 16:00
桜局・吉野局・豊局・吉川局・鯖江局・旭町局

(74)

6月 25日 (日 )

呼後街道-4(峠 越-7)

27km 」R新平野駅 」R美浜駅 16:00
新平野駅～日笠標柱～椎の木～須上坂峠～石塔～

安賀里～農村総合公園～倉見峠～闇見神社～藤井～

三方駅～気山駅～五湖の駅～美浜駅

(75)

7月 7日

“

針)

風景印の旅⑩(鯖江)

18km 」R北鯖江駅 8:30 」R北鯖江駅 14:30
沖明局・朝日局・吉江局・鳥羽町局

(76)

7月 13日 (木 )

Jヽ林化工訪問 (会社訪問)

1 0km 」R芦原温泉駅 」R芦原温泉駅 12:30
芦原温泉駅～小林化工～龍沢寺～芦原温泉駅

(77)

7月 16日 (日 )

金津祭り本陣飾り巡り(3)

1 0km 」R芦原温泉駅 9:20 」R芦原温泉駅 12:00旧金津町内18ヶ所に置かれている日用品を使用し

組み上げられた飾り物を見学する

(78)

7月 21日 (金 )

風景印の旅① (1ヽ浜)青春18切符
1 4km 」R小浜駅 9:25 」R東小浜駅 14:00

西津局・内外海局・遠敷局

(79)

7月 23日 〈日)

小浜の寺社巡礼(2/6)拝観料別途必要 青春18切 符

1 3km 」R新平野駅 9:20 」R東小浜駅 14:20新平野駅～岡泉一言神社～日枝神社～小野寺～長英寺～

正林庵～庚申塚～東小浜駅

(80)

B月 4日 ←鐘)

風景印の旅⑫(上 中)青春18切符
1 2km 」R新平野局 」R大鳥羽駅 12:50

新平野局・宮川局・上中局―電車一大鳥羽局

(31)

B月 6日 (日 )

乗谷城跡探訪 (城跡-3)

1 2km 」R―乗谷駅 」R越前東郷駅 14:30
―乗谷駅～下城戸跡～八幡神社～馬出し～小見放城跡～

摩崖仏～千畳敷～―の丸～二の丸～伏兵穴群～三の丸～

二の丸～―の丸～下城戸ルート～遺跡資料館～越前東郷駅

(32)

B月 11日

(金・祝 )

天然巨大冷蔵庫で涼む

1 0km 」R声原温泉駅 」R細 呂木駅 12:30芦原温泉駅～トリムパーク～宮谷石切場跡～

創作の森～細呂木駅

(83)

8月 25日 (金 )

風景印の旅⑬ (安賀利)青春18切 符
1 4km 」R上中駅 9:10 」R十村駅 13:10

熊川局・安賀利局―電車―十村局

(34)

8月 27日 (日 )

にちまちの史跡と自衛隊見学 (事前申し込み〆切 8月 10日 )

1 7km 」R鯖江駅 」R北鯖江駅 14:00
鯖江駅～日野川～平成橋～西公園～摩崖仏～

天満神社～自衛隊～吉江藩館跡～複清水～

七曲り～越智神社～率し野清水～北鯖江駅

(85)

9月 1日 ←鐘)

風景印の旅⑭(三方)青春18切符
1lkm 」R三方駅 」R三方駅 11:50

西田局・三方局

(86)

9月 3日 (日 )

陸体天皇h丸岡

22km 」R丸岡駅 8:40 」R春 江町 15:00
丸岡駅～わんかし山～横山神社～長畝八幡神社～

てんのう堂～実盛堂～高岳寺～高向神社～

神武天皇社～春江駅

(87)

9月 9日 (土 )

～9月 10日 (日 )

膿野古道と熊野三山参拝 ′ヽスウォーク

(詳細は別紙参照 )

(38)

9月 24日 (日 )

サンセットウオーク(3)懐中電灯必須

10km えち鉄 三国駅 16:00 えち鉄 三国駅 18:30三国駅～川口番所跡～思案橋～出村町並～永正寺～

めがね橋～白山神社～遊歩道～東尋坊～三国駅



2016年 12月 20日

実施日 タイトル・コース 距離 集合場所 集合時間 解散場所 解散時間

(39)

〕月29日 (金 )

風景印の旅⑮(美浜)

1 8km 」R美浜駅 」R東美浜駅 13:30
早瀬局・南西郷局・美浜局・山東局

(90)

10月 6日 (金 )

弧景印の旅①(鯖江)

23km 」R鯖江駅 8:50 」R北鯖江駅 15:30
中河局・服間局・河和田局・北中山局・片山局

(91)

10月 8日 (日 )

呼後街道-5完歩(峠越)

22km 」R美浜駅 8:50 」R敦賀駅 15:00美浜駅～国吉会館～坂尻～山上～佐田～関峠～柴田氏庭園～

昭和町～敦賀城跡～敦賀駅

(92)
10月 15日 (日 )

嘔井のおいしい水(鯖江)

29km 」R鯖江駅 8:30 」R鯖江駅 16:30鯖江駅～横越～漆器神社～ラポーゼかわだ～桃源清水～

三場坂清水～うるしの里会館～敷山神社～鯖江駅

(93)

10月 20日 (金 )

風景印の旅①(宮崎・清水)

(事前申し込み〆切 9月 20日 20名 ′ヽス代別 2,800円 )

18km 」R武生駅 」R福井駅 15:00
武生駅―バスー八田局・宮崎局・織田局 バスー糸生局・清水局―

尺津局 バスー福井駅

(94)

10月 29日 (日 )

兵往来を歩く(加 賀の旧街道-6)

31km 」R高松駅 9:30 」R金沢駅 18:00
自松駅～高松IC～七塚中央公園～海と渚博物館～

マリーンパーク～向粟崎道標跡～北鉄粟が崎駅～

寄川橋～大河端～諸江～安江～金沢駅

(95)

11月 3日

(金・祝 )

嗜ヽ浜の寺社巡礼(3/6)拝観料別

14km 」R東 小浜駅 9120 」R小浜駅小ヽ浜駅～小谷神社～熊野神社～萬徳寺～神宮寺～

旨狭彦神社～蓮華寺～若狭姫神社～まちの駅～小浜駅

(96)

11月 5日 (日 )

デムカード・浄土寺川ダム

18km えち鉄 勝山駅 9:30 えち鉄 勝山駅 14:30
券山駅～昭和町～長山町～水芭蕉温泉～馬頭観世音～

下動尊～たらたら山霊水～ダム事務所～ダムー周～

К芭蕉温泉～勝山駅

(97)
11月 10日 (金 )

風景印の旅⑪(大島・音海)

(事前申し込み〆切 10月 10日 20名 4,000円 )

12km 」R敦賀駅 8:10 」R敦賀駅 15:30
改賀駅 バスー若狭本郷駅～大島局―バスー音海局～

雪海の段崖 バスー敦賀駅

(98)

11月 12日 (日 )

lL陸・杉津線廃線跡ウォーク(廃線-4)

29km 」R今庄駅 8:50 」R敦賀駅 16:30

争庄駅～大桐～山中信号場跡～山中TN～伊良谷TN～

慰ネL碑～芦谷TN～ 曲谷TN～第二観音TN～

事―観音TN～杉津～曽呂地谷TN～鮒ヶ谷TN～

業原TN～葉原～猥河内～樫曲TN～敦賀駅

(99)
11月 19日 (日 )

幻の古代北陸道・塩の道

(事前申し込み〆切 10月 20日 40名 2,000円 )

20km 」R武生駅 8:30 」R王子保駅 16:00
武生駅 バスー元比田～ら、るさと林道・墓石～

彗谷集落跡～登山道入口～菅谷峠～休憩所～

ブナ林～切り通し～日野見台～発山道出口～

瓜生野～王子保駅

(100)
11月 24日 (金 )

菫景印の旅⑩(敦賀南部)

1 4km 」R粟野駅 8:30 」R新疋田駅 12:00
栗野局・新和町局・中郷局・疋田局

(101)
11月 26日 (日 )

ナイトウォーク・敦賀ミライエ
1 0km 」R敦賀駅 17:50 」R敦賀駅 19:30

攻賀駅～本町～金ヶ崎緑地～本町～敦賀駅

(102)
12月 1日 (金 )

翼景印の旅⑩(路線バス利用)

20km 」R敦賀駅 9:10 」R敦賀駅 16:00訳前局・敦賀局・結城局・松栄局・松原局・中央局―

スヾー杉津局

(103)
12月 3日 (日 )

歯藤実盛を偲ぷ道①

1 6km 」R粟津駅 9:30 」R小松駅 14:00

粟津駅～串八幡猫宮～一里塚跡～遊女の墓～

御幸塚古墳～木場潟～浅井畷古戦場～熊野神社～

多太神社～兎橋神社～本丸櫓台～二の丸～

三の丸～小松駅

(104)
12月 14日 (木 )

颯景印の旅①(永平寺)

1 4km えち鉄 永平寺口駅 9:30 えち鉄 永平寺口駅 13:30
k平寺局

(105)
12月 23日

(土・祝 )

年末調整の歩き納め〈周回コースを自由歩行)

5km～
40km

」R武生駅 8:40 」R武生駅
10:00-
16:00

式生駅～駅東口～県道2号～新保信号～県道28号 ～

た虫口信号～国道365号～武生駅

1)参加費 500円 。受付は当日集合場所です。

2)風景印の旅 :現地の郵便局で購入する押印用ハガキ代が別途必要です。


