２０２０年

高岡市民歩こう会年間コース表

列車時刻は２０２０年３月１４日現在の休日ダイヤです。
バス時刻は２０２０年０２月１日現在の休日ダイヤです。
■No,５ ６月 ７日のバスハイク 能登 日本海の荒波が生んだ大自然「厳門」と花のミュージアム「フローリィ」コースは申込みが必要です。 詳しくはNo,5の備考欄を。
No,

月

日

曜日

コ

４月

５日（日）

ー

ス

距離

集合時間

市民歩こう会開始式・早春の二上山万葉コース「平和の鐘と仏舎利塔」

1

平和の鐘は市政８０周年記念として建立された高岡製の重量１１ｔの大梵鐘
誰でもつける鐘としては日本最大級。また、仏舎利塔はインドのネール首相
から贈られた仏陀の遺骨を安置した高さ２０㍍の花崗岩で作られた塔。

小矢部

2

3

５月

砺波

３日（日）

八尾

4

5

６月

6

６月 ２１日（日）

能登

７日（日）

富山

７月

8

７月 １９日（日）

射水

９月

10

９月 ２０日（日）

氷見線 伏木駅７：４１発⇒ 高岡駅７：５５着
ＪＲ城端線
城端線 戸出駅８：１５発⇒ 油田駅８：２０着
油田駅前
※解散場所別 ◆城端線 高岡駅８：００発⇒ 油田駅８：２０着
氷見線 伏木駅７：４１発⇒ 高岡駅７：５５着
城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
◇あいの風鉄道 高岡駅８：３８発⇒ 富山駅８：５６着
◆高山線 富山駅９：３２発⇒ 八尾駅９：５９着

ＪＲ高山線
約６km 10時00分 八尾駅前

約６km

高岡市役所
7時30分 正面玄関前

約８km 9時20分

約７km

◇申込：５月７日（木）午前９時から高岡市体育協会まで
◇定員４０名程度（申込順）
※会員は、３月１６日（月）～３月２７日（金）まで事前申込可
◇参加料：会員：２，０００円 一般（都度会員）：３，５００円
氷見線 伏木駅８：５３発⇒ 氷見駅９：１０着
城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
◆氷見線 高岡駅８：４０発⇒ 氷見駅９：１０着

ＪＲ氷見線
氷見駅前

氷見線 伏木駅７：４１発⇒ 高岡駅７：５５着
ＪＲ高山線
城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
9時50分 婦中鵜坂駅前 ◇あいの風鉄道 高岡駅８：３８発⇒ 富山駅８：５６着
◆高山線 富山駅９：３２発⇒ 婦中鵜坂駅９：４２着

古事記に現れた県下最古の地名「鳥取の里」と大島中央公園

天皇の皇子のため越の国・和那美の水門（みなと）で白鳥を捕えたという伝
説の地。国学者・本居宣長は「古事記伝」に日本最古の史書「古事記」中巻
の白鳥伝説の舞台を「鳥取」の地名の残る射水平野の三島野と想定した。

生地 全国名水百選に選ばれた黒部川の伏流水・名水巡りと生地漁港
清水（しょうず）の里・生地には２１箇所の清水スポットがあります。また
６日（日）
「生地魚の駅」の「とれたて館」で鮮魚や加工品が買え、「できたて館」で
新鮮な鮮魚昼食が頂けます。近くに旋回可動橋、生地浜灯台、砲台史跡も。

9

約７km 8時30分

人も森も元気になる新しい形の里山・富山市ファミリーパーク

１９８４年に開園した日本一地味な動物園で、主な目的は郷土の自然動物の
５日（日）
生態展示や繁殖・保存です。入園料５００円（各自負担）ですが無料エリア
も広く充実して羊やポニーと遊べます。途中の安田城址で休憩します。

7

氷見線 伏木駅７：４１発⇒ 高岡駅７：５５着
ＩＲ石川鉄道
倶利伽羅駅
城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
※解散場所別 ◆あいの風鉄道 高岡駅８：３０発⇒ 倶利伽羅駅８：５２着

戦国武将の夢が微睡む阿尾城跡と富山湾の観光スポット「番屋街」

阿尾城跡は氷見湾に突き出た断崖絶壁の上に築かれた山城で、佐々成政との
攻防戦（天正１２年＝１５８４年）で勝った前田利家が甥の前田慶次郎を入
城させた。ひみ番屋街は富山湾随一の観光スポットで近郊の名産品がズラリ

高岡駅前８：５３発⇒ 若草町下車９：１５頃着(徒歩５分)

約８km 9時05分

日本海の荒波が生んだ大自然「厳門」と花のﾐｭｰｼﾞｱﾑ「フローリィ」

海に突き出た岩盤に波の侵食によって開いた「厳門」は、幅６ｍ、高さ１５
ｍ、奥行き６０ｍもあり、その上に老松が茂っている。松本清張の「ゼロの
焦点」の舞台。近くに南欧風のイメージ豊かな花のミュージアムがあります。

氷見

※解散場所別

南北朝時代に諏訪氏が築いた八尾城の城址・城ヶ山公園の展望

坂の町八尾の町並みのはずれに盛り上がった城ヶ山公園は、かって越中八尾
５月 １７日（日）
城のあった城址です。山頂の展望台から、近くは蔵造りの町並みが、遠くは
立山連峰・富山平野そして富山湾が望めます。

考（交通機関）

城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
◆氷見線 高岡駅８：４０発⇒ 伏木駅８：５３着

伏木正法寺

早苗の揃った田舎道をチューリップ畑を眺め砺波総合運動公園へ

砺波市の主要なスポーツ施設を集大成した広大な公園。風の丘にある飛行船
を模したアスレチック遊具で有名、テッペンに登ると雄大な庄川の河川敷が
真下に見えます。あちこちに花びらの形をしたベンチのある休憩所が。

備

約５km 9時30分 （八十八ヶ所） ◆バス：氷見市民病院線（高岡ふしき病院経由）

旧北国街道を源平合戦「火牛の計」の倶利伽羅峠に向かう

平家物語で有名な源平合戦の最初のハイライト、平家没落の引き金となった
４月 １９日（日）
木曽義仲の「火牛の計」で知られる倶利伽羅峠の戦（猿ヶ馬場）までの山行
４月末から山道沿いに八重桜が咲き誇ります。急坂の上りがあります。

集合場所

約６km 9時40分

約７km 9時40分

あいの風鉄道
小杉駅北口

あいの風鉄道
生地駅前
一日フリー切符利
用(当日購入可能で
す) １，５００円

氷見線 伏木駅９：０８発⇒ 高岡駅９：２１着
城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
◆あいの風鉄道 高岡駅９：２９発⇒ 小杉駅９：３７着

氷見線 伏木駅７：４１発⇒ 高岡駅７：５５着
城端線 戸出駅７：３９発⇒ 高岡駅７：５３着
◆あいの風鉄道 高岡駅８：２０発⇒ 生地駅９：３６着

氷見 日本海側最大の前方後円墳・布尾山古墳公園（市民体育大会参加）
１９９８年に発見された全長107.5ｍの古墳で４世紀に築造されたと想定され
ますが過去に盗掘に遭ったため詳細は不明です。古墳の築造前に弥生時代の
集落があったようで弥生式土器片が出土しています。

約７km 9時10分

ＪＲ氷見線
島尾駅前

氷見線 伏木駅８：５３発⇒ 島尾駅９：０６着
城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
◆氷見線 高岡駅８：４０発⇒ 島尾駅９：０６分

富山 呉羽山麓の「北代縄文広場と北代緑地公園」で古代人を偲ぶ
国指定史跡の北代遺跡は、北陸地方を代表する縄文中期(4,000年前)の集落
遺跡です。北代縄文広場はこの遺跡を復元した施設で、土葺き屋根竪穴住居
や堀立柱の小屋があります。展示室には出土品や暮らしのジオラマが！

約７km 9時50分

あいの風鉄道
呉羽駅前

氷見線 伏木駅９：０８発⇒ 高岡駅９：２１着
城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
◆あいの風鉄道 高岡駅９：２９発⇒ 呉羽駅９：４２着

富山 富山藩時代の豪農屋敷の特色を残している「内山邸」を訪ねる
広大な庭園に様々な樹木が茂る内山邸は、江戸時代後期の豪農屋敷の格式の
12 １０月 １８日（日） 構えと生活様式が、現在もなお留められており、県民の文化遺産として公開
されています。四季それぞれの風情はそれは見事で一見の価値があります。

約６km 10時00分

氷見線 伏木駅９：０８発⇒ 高岡駅９：２１着
あいの風鉄道
城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
富山駅北口
※解散場所別 ◆あいの風鉄道 高岡駅９：２９発⇒ 富山駅９：４７着

福野 越中一宮の格式を誇る「高瀬神社」と和同開珎が見られる高瀬遺跡
高瀬神社は福の神縁結びの神として知られる「大国主命」を祭ります。この
時期、七五三参りの子供を見かけます。高瀬遺跡では平安初期の建物跡が発
掘され、出土した我が国最初の貨幣「和同開珎」の展示されています。

約７km 8時45分

ＪＲ城端線
福野駅前

11 １０月

13 １１月

４日（日）

１日（日）

14 １１月 １５日（日）万葉コース

終了後、反省会（越乃庭にて）

約５km

氷見線 伏木駅７：４１発⇒ 高岡駅７：５５着
城端線 戸出駅８：１５発⇒ 福野駅８：３５着
◆城端線 高岡駅８：００発⇒ 福野駅８：３５着

城端線 戸出駅８：１４発⇒ 高岡駅８：２７着
伏木正法寺
◆氷見線 高岡駅８：４０発⇒ 伏木駅８：５３着
9時30分 （八十八ヶ所） ◆バス：氷見市民病院線（高岡ふしき病院経由）
※解散場所別
高岡駅前８：５３発⇒ 若草町下車９：１５頃着(徒歩５分)

※集合場所と解散場所が異なる場合があります。

■

交通機関のダイヤの変更が生じる場合がありますので、集合場所・解散場所・時間及び、各コースの経路については、
『市民と市政』・歩こう会ホームページをご参照ください。

■

当日の天候によりコースが変更になる場合もあります。 いずれのコースも原則、雨天決行です。

■

参加中の事故等については応急処置のみ行い、その後の責任は負いませんので健康に留意し参加下さい。

■

歩こう会に参加中の写真等の広報・インターネット等への掲載権は主催者に属します。

■

会員は年会費2,000円、一般(都度会員）はその都度200円の参加料をお納めください。

※あいの風とやま鉄道を「あいの風鉄道」と標記

○お願い事項
・昼食、雨具、保険証等は各自で持参願います。

◇備

考

・行動中の健康管理は参加者各自で留意願います。

・完歩賞

（バスハイクを除く）

・会員は毎回、会員証を提示し検印を受けてください。(完歩賞･努力賞の対象となります)
・都度会員は、出席カードを提出願います。（出席カードは集合場所に準備しています）
・活動中は交通ルール、マナーを守り、役員の指示に従ってください。

・努力賞

１０～１２回出席 － 賞状授与
（バスハイクを除く）

◆高岡市民歩こう会事務局◆

高岡市民歩こう会
ホームページ・アドレス

皆出席：1３回 － 賞状・記念品授与

https://www.takaoka-walking.net/

〒933-0044 高岡市古城１－８ 東洋通信スポーツセンター

(公財)高岡市体育協会

Tel:２６－５２２５ Fax:２６－５２１０

