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協会設立３０周年記念ウオーク 

「ふくい海湖（うみ）の辺（べ）のみち」を歩こう 
２０２０年当協会が３０周年を迎えるにあたり、４月６日から約２ヶ年間（１２回）をかけ福井県の海岸を南

端（高浜町）から北端（あわら市）へ向かって歩くシリーズウオークを開始します。 

福井のシンボルの一つでもある「海湖」をテーマに、海岸、湖畔を一筆書きに辿るウオーキングです。美しい

自然と清らかな水に触れ、資源豊かな海湖に感謝しながら、２０２０年１１月２３日協会設立記念日に向かっ

てゴールインします。多くの県民の方々のご参加をお願いしますと共に、福井の日本海と三方五湖・北潟湖の

素晴らしさを再確認しようではありませんか。一人でも多くの方にご参加いただけるよう短縮コーも用意しま

した。是非ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３月例会の案内） 

ハイウオーク・ツー いいとこ取り越前コース 
開催日 ３月２３日（土）  

集合時間・場所  ９時４０分 ＪＲ越美北線 越前高田駅 

  （福井駅発 9時 8分、越前高田着 9時 30分の電車が便利） 

解散時間・場所 １４時３０分 えちぜん鉄道永平寺口駅 

距 離 ：１３Ｋｍ 

コース＝越前高田駅⇒永平寺（６Ｋｍ）⇒永平寺参ろーど⇒永平寺口駅（１３Ｋｍ） 

見どころ＝道元の開山した曹洞宗の大本山永平寺を、美山の山を越え目指します。その後、 

旧京福永平寺線跡地を活用した遊歩道「永平寺参（まい）ろーど」を歩きます。 

注意事項：JR 越前高田駅にはトイレが有りません！６Km 先の永平寺までトイレ

は有りませんので、事前に済ませて集合をお願いします。 

 

ふくい海湖（うみ）の辺（べ）のみちウオーク（若狭①） 
開催日 ４月６日（土）  

集合場所・時間 JR青郷駅９時３０分  

   （JR福井駅発：６時６分、 

JR敦賀駅発：７時４２分の電車が便利です） 

解散場所・時間 JR本郷駅１４時３０分 

       （短縮コース：JR高浜駅 12時 30分） 

距離２０Ｋｍ（短縮：１０Ｋｍ） 

コース＝JR青郷駅⇒青葉山ハーバルビレッジ⇒中山寺⇒三松海岸⇒城山公園（昼食） 

⇒和田海岸⇒JR本郷駅（短縮コース：高浜町内より JR高浜駅） 

見どころ＝青葉山山麓から和田海岸まで、雄大な景色を楽しみながらのウオーキングです。 

参 加 申 込 当日参加申込み 

参 加 費  会員１００円、一般５００円〈資料、保険料含〉 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:%E6%B0%B8%E5%B9%B3%E5%AF%BA(Eiheiji)%E3%81%AE%E5%8B%85%E4%BD%BF%E9%96%80.jpeg
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「ふくい海湖(うみ)の辺(べ)のみちウオーク」行程表 
    ２０１９年４月～２０２０年１１月 

  月日 コース 距離 集合・解散場所 備 考 

若狭① 

４／６ 高浜町ＪＲ青郷駅～中山寺～西

三松～城山～若狭和田～青戸～

おおい町ＪＲ本郷駅 

  ・（集） ＪＲ青郷駅   

(土) １８ｋｍ     

    ・（解） ＪＲ本郷駅   

若狭② 

６／１６ おおい町ＪＲ本郷駅～長井～小

浜市鯉川～加斗～勢浜～小浜公

園～ＪＲ小浜駅 

  ・（集） ＪＲ本郷駅   

（日） １５ｋｍ     

    ・（解） ＪＲ小浜駅   

若狭③ 

９／７ 小浜市ＪＲ小浜駅～西津～内外

海地区～田烏～若狭町海土坂～

ＪＲ大鳥羽駅 

  ・（集） ＪＲ小浜駅   

（土） ２０ｋｍ     

    ・（解） ＪＲ大鳥羽駅   

若狭④ 

10/6 
若狭町ＪＲ大鳥羽駅～田烏～世

久見～海山～切追～ＪＲ気山駅 

  ・（集） ＪＲ大鳥羽駅   

（日） ２０㎞   バス＆ウオーク 

    ・（解） ＪＲ気山駅   

若狭⑤ 

１１／２ 若狭町ＪＲ気山駅～美浜町日向

～久々子～和田～坂尻～ＪＲ東

美浜駅 

  ・（集） ＪＲ気山駅   

（土） １４㎞     

    ・（解） ＪＲ東美浜駅   

若狭⑥ 

12/7 美浜町ＪＲ東美浜駅～佐田～菅

浜～水晶ｹ浜～馬背峠～敦賀市

縄間～松原～気比神宮～ＪＲ敦

賀駅 

  ・（集） ＪＲ東美浜駅   

（土） ２３ｋｍ     

    ・（解） ＪＲ敦賀駅   

越前① 

3/29 敦賀市ＪＲ敦賀駅⇒（バス）⇒杉

津郵便局 ～ 南越前町河野ふれ

あいシーサイドパーク 

  ・（集） ＪＲ敦賀駅   

（日） １２㎞ ・（解） 河野ふれあい バス＆ウオーク 

    シーサイドパーク   

越前② 

  
南越前町河野ふれあいシーサイ

ドパーク ～ 越前町道の駅越前 

  ・（解） 河野ふれあい   

 4/11 １４㎞ シーサイドパーク バス＆ウオーク 

（土）   ・（解） 道の駅越前   

越前③ 

  
越前町道の駅越前 ～ 福井市越

廼総合支所 

  ・（集） 道の駅越前   

 6/14 １８㎞   バス＆ウオーク 

（日）   ・（解） 越廼総合支所   

越前④ 

  
福井市越廼総合支所 ～ 鷹巣海

水浴場 

  ・（集） 越廼総合支所   

 9/12 １４㎞   バス＆ウオーク 

（土）   ・（解） 鷹巣海水浴場   

越前⑤ 

  
福井市鷹巣海水浴場 ～ 坂井市

えち鉄三国港駅 

  ・（集） 鷹巣海水浴場   

１０／４ １３㎞     

（日）   ・（解） えち鉄三国港駅   

越前⑥ 

  
坂井市えち鉄三国港駅 ～ あわ

ら市吉崎・鹿島の森 

  ・（集） えち鉄三国港駅   

１１／８ １６㎞     

（日）   ・（解） 吉崎   
      

 ＊ 状況により、コース、距離、集合場所等の一部を変更する場合があります。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事名 ： 成田山節分会と三国の町並みウオーク・兼冬場のウオーキング⑦ 

 開催日 ： ２０１９年２月３日（日） 

 天 候 ： 雨     

参加者 ：４２名 

 コース ： えち鉄三国港駅⇒出村街並み⇒三国湊きたまえ通り⇒三国神社⇒成田山 

⇒えち鉄三国駅 

 

天気予報では、15時位から雨でしたが、

12 時位から雨がポツポツと降りだしま

した。えち鉄三国港駅集合の為、28分着

を待つて、吉田会長、中尾副会長の挨拶、

コース説明、軽く体をほぐして 42 名で

三国成田山を目指して出発する。 

江戸初期から日本海側有数の遊興街と

して賑わった出村町並みを通り、旧岸名

家、旧森田銀行を初めとする公共施設や、

商店、民家が三国湊の町並みを忍ばせる

三國湊きたまえ通りへ。車蔵を眺めなが

ら行くと民家の玄関に川柳、短歌が張ら

れた丸い飾り物が有り心を和ませていた

だきました。お山王さんと呼ばれ親しま

れている三國神社でトイレ休憩。お参り

（４月例会の案内） 

春の木場潟を訪ねて 
開催日 ４月２１日（日）  

集合場所・時間 JR粟津駅９時３０分  

      （福井駅発：8時 41分の電車が便利です） 

解散場所・時間 JR粟津駅１４時００分  

距離  １２Ｋｍ 

 

コース＝JR粟津駅⇒木場潟公園センター⇒道の駅小松木場潟⇒JR粟津駅 

見どころ＝豊かな自然が残る木場潟を４つの園地を結びながら一周します。水辺に遊ぶ水鳥や

群生する希少水生植物を観察しながら、楽しく歩きましょう。途中の道の駅で特産

品の品定めも出来ます。 

 



 

納入期限  ２０１９年３月１５日（期限厳守） 

  

納入方法  歓歩２月号同封の郵便振替用紙での振り込み。 

         口座記号番号－００７４０－４－１９０５７ 

         加 入 者 名 －ＮＰＯ法人福井県ウオーキング協会 

         通 信 欄 －会員番号及び氏名を記入し、通信欄に書かれている 

会費の金額に丸を付けて下さい 

       納入会費  個人正会員 一人４０００円 

       家族会員  一人３０００円 

       日本ウオーキング協会（ＪＷＡ）団体維持会員に加入されている方、もしくは 

       加入を希望されている方。個人正会員＋ＪＷＡ維持会員 一人６０００円 

 

 

 

 

 

し福豆をいただく。雨足も少し強くなってきました。高見順の生家、みくに文化未来館を左

手に三国成田山に到着。豆まきに参加されない方は解散としました。15時 55分位から湊川

親方、年男の方などにより豆まきが始まり豆、おもち、おかしなど袋一杯ＧＥＴする。久し

ぶりに童心にかえることができました。16 時 10 分、約 25 名で三国成田山を出発しエッセ

ル坂を通りえち鉄三国駅でゴール。電車で帰る方、三国港駅に歩いて帰る方に分かれて解散

としました。三国港駅に着く頃には雨も小降りになっていました。 

 

 

 

第２８回 若狭・三方五湖ツーデーマーチ 
５月１８日（土）日本遺産「鯖街道 熊川宿」コース 

    １９日（日）ラムサール条約登録「三方五胡」コース 

  ５月１７日（金）せっかくウオーク「小浜国宝と史跡めぐり」 

  で開催されます。 

  スタッフとしてお手伝いを頂きたい方には、後日大会実行委員会から 

  ご連絡をしますので、宜しくお願い致します。 

  ウオーカーとして参加の方は、パンフレットを同封しますので、内容を確認の上 

申し込みをして下さい。一人でも多くの方の参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年度年会費の納入はお済でしょうか？ 

１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ 

 


