
■ＮＯ．３　　４月２９日の「第１７回かなざわグリーンウォーク」　

■ＮＯ．６　　６月 ３日の「神岡　風が薫り、木々の緑が一斉に共鳴する飛騨路散策コース」は申込みが必要です。　詳しくは備考欄を。

月 日 曜日 コ　　ー　　ス 距離 集合時間 集合場所 備　　　考（交通機関）

◇４月２日（月）～４月９日（月）　高岡市体育協会で受付

■ 交通機関の変更が生じる場合がありますので、集合場所・時間及び、各コースの経路については、『市民と市政』をご参照ください。

■

■

○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。

・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）

・非会員は、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）

・交通ルール、マナーを守り、役員の指示に従ってください。

　http://www.takaoka-walking.net/index.html ◆高岡市民歩こう会事務局◆　　〒933-0044　高岡市古城１－８　高岡市民体育館内

　http://outdoor.geocities.jp/takaoka_tcwa/index.html 　　　　　　　　　(財)高岡市体育協会　 　 Tel:２６－５２２５   Fax:２６－５２１０

新湊 今秋完工予定の「新湊大橋」からの眺望を楽しむコース
　海面から橋桁最下部までの高さ４７ｍ、車道・歩道の２階建。
　大橋が完成すると４５年間運行された県営渡船は廃止されます。
　大橋が未完成の場合は「新湊内川橋めぐり」コースに変更。

南砺 「菊薫る里・福野」と紅葉の「安居寺公園」コース
多数の懸崖や大作り、スプレー菊などの作品のほか、菊で飾られた
　人形などの造形菊は迫力。会場では菊の切り花も安く買えます。
　安居寺公園の展望台からは、砺波平野が一望できます。

伏木正法寺
（八十八ヶ所）

約９km

氷見線
　ＪＲ氷見駅前

城端線
　ＪＲ福野駅前

会員は年会費2,000円、非会員はその都度200円の参加料をお収めください。

・努力賞　　1１～1３回出席 － 賞状授与

　　　　　　　　　（かなざわグリーンウォーク・スポレク高岡２０１２を除く）

高岡市民歩こう会

ホームページ・アドレス

万葉ラインコース　二上山山頂

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

・完歩賞　　皆出席：1４回 － 賞状・記念品授与

　　　　　　　　　（かなざわグリーンウォーク・スポレク高岡２０１２を除く）

射水 「大島中央公園」と「古事記の鳥取の里」コース
　「古事記」に記された県内最古の地名「鳥取の里」、白鳥を
　追いかけて紀伊国を始め、はるばる９ヶ国を巡った鳥取りの
　名人が、ついに鳥を捕らえたのがこの地と伝えられています。

小杉 薬勝寺池公園周回と「火宮城址の大杉」コース
　名水百選にも選ばれた清らかな溜め池を巡ります。
　「火宮城」は戦国時代の越中守護代「神保氏」の居城でした。

八尾 「日本の道百選」に選ばれた諏訪町本通りを訪ねるコース
　格子戸、白壁の家並みと石畳のコントラストがすばらしい。
　華やかなりし時代をしのぶ坂の街八尾を満喫しよう。

約６km

神岡 風が薫り、木々の緑が一斉に共鳴する飛騨路コース
　神通川支流の高原川河畔の散策と神岡城近くからの眺望がステキ
　神岡町内の造り酒屋「大坪酒造」の見学も見所です。
 　　　　　　　　　　　　　　（貸切バス使用：１台）

約８km

南砺 「越中の小京都・城端」と「水車の里めぐり」コース
　石の階段や坂があり、風情が漂う町、京都川島織物の
　創業者 川島甚兵衛（文次郎）が誕生したのもこの地。
　近郊の小川には約４０基の水車が設置されています。

黒部 生地漁港そして「全国名水百選」に選ばれた水の里コース
　「生地魚の駅」の「とれたて館」では鮮魚や加工品が買え、
　「できたて館」では目の前の鮮魚をその場で賞味できます。
　近くに珍しい旋回可動橋・中橋、生地浜灯台、砲台史跡も。

約６km

約８km

金沢の町を歩き、自然や文化に触れ、金沢を満喫するコース
　第１７回かなざわグリーンウォーク
　例年、３５００名余りが参加、一部施設が無料開放されます。
　　　※※　参加料５００円、完歩賞・努力賞対象外　※※

婦中 「県立中央植物園」春の花を愛でるコース
　珍しい植物、美しい花を咲かせる植物、香りを楽しむ植物
　など、人の生活に関わり深い植物を見ることができます。

ＪＲ高岡駅
　　改札口前
城端線の方は
　　会場で合流

高岡市役所
　　正面玄関前

約７km

約８km 9時45分

　６km
１１km
２１km

高山線
　ＪＲ速星駅前

約８km

平 成 ２ ４ 年 度　 高 岡 市 民 歩 こ う 会 年 間 コ ー ス 表

高岡 万葉ラインコース　「さまのこの路地・吉久」方面散策
　「如意の渡し」跡、万葉大橋を経て加賀藩直営の米蔵があり、
　重要な砺波平野の米集散地として栄えた吉久の面影を偲ぶ。

富山 「呉羽山五百羅漢」と「呉羽山公園新広場」コース
　知人によく似た羅漢様が必ず見つかる桜古木の名所です。
　雨が降ったら富山県埋蔵文化財センター前で昼食です。

列車時刻は平成２４年３月１７日現在のＪＲ新ダイヤです。

ＪＲ富山駅
　北口地下広場

伏木正法寺
（八十八ヶ所）

約６km 9時00分

9時30分

北陸線
ＪＲ小杉駅南口
　アルプラザ側

万葉線
　　海王丸駅前

9時50分

10時15分約７km

7時30分

9時15分

9時20分

9時25分

七尾線
ＪＲ中津幡駅前

10時00分
高山線
　ＪＲ八尾駅前

6時40分

城端線
　ＪＲ城端駅前

北陸線
　ＪＲ生地駅前

北陸線
　越中大門駅前

６月

10時00分

10時00分

9時00分

約６km

約５km

約５km

津幡 「石川森林公園＝津幡森林公園」森林浴コース
　全国屈指の広さの園内には広大な雑木林、ため池、湿性
　植物園等があり、変化に富んだ里山の自然を楽しめます。
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9時10分
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　　　城端線　ＪＲ戸出駅７：４２発⇒　ＪＲ高岡駅７：５４着
◆バス：西回り伏木・古府循環線
　　　高岡駅前８：１０発⇒　若草町下車８：３２頃着(徒歩５分)
◇平成２４年度開始式

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅８：３７発⇒　ＪＲ高岡駅８：５２着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅８：５４発⇒　ＪＲ高岡駅９：０５着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅９：０８発⇒　ＪＲ富山駅９：２７着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅６：２６発⇒　ＪＲ高岡駅６：３９着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅６：５１発⇒　ＪＲ金沢駅７：３２着、
　　　城端線　ＪＲ戸出駅６：５２発⇒　ＪＲ高岡駅７：０３着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅７：１３発⇒　ＪＲ金沢駅７：５９着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅７：４４発⇒　ＪＲ高岡駅７：５８着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅７：４２発⇒　ＪＲ高岡駅７：５４着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅８：３４発⇒　ＪＲ富山駅８：５２着
◆高山線　ＪＲ富山駅９：３０発⇒　ＪＲ速星駅９：４８着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅７：４４発⇒　ＪＲ高岡駅７：５８着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅７：４２発⇒　ＪＲ高岡駅７：５４着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅８：３４発⇒　ＪＲ富山駅８：５２着
◆高山線　ＪＲ富山駅９：３０発⇒　ＪＲ八尾駅９：５４着

7 （日）

３日

１７日６月

◇４月１６日（月）午前８時３０分から高岡市体育協会で受付
◇定員５０名（申し込み順）
◇参加料　　会員１，５００円　　非会員３，０００円

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅９：０３発⇒　ＪＲ高岡駅９：１６着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅９：３５発⇒
◆北陸線　ＪＲ高岡駅９：２１発⇒　ＪＲ城端駅１０：１２着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅７：４４発⇒　ＪＲ高岡駅７：５８着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅７：４２発⇒　ＪＲ高岡駅７：５４着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅８：３４発⇒　ＪＲ生地駅９：３８着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅８：３７発⇒　ＪＲ高岡駅８：５２着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅８：５４発⇒　ＪＲ高岡駅９：０５着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅９：０８発⇒　ＪＲ越中大門駅９：１３着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅７：４４発⇒　ＪＲ高岡駅７：５８着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅７：４２発⇒　ＪＲ高岡駅７：５４着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅８：３４発⇒　ＪＲ津幡駅９：００着
◆七尾線　ＪＲ津幡駅９：０３発⇒　ＪＲ中津幡駅９：０７着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅８：３７発⇒　ＪＲ高岡駅８：５２着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅８：５４発⇒　ＪＲ高岡駅９：０５着
◆北陸線　ＪＲ高岡駅９：０８発⇒　ＪＲ小杉駅９：１７着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅７：４４発⇒　ＪＲ高岡駅７：５８着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅７：４２発⇒　ＪＲ高岡駅７：５４着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅８：４９発⇒
　　　城端線　ＪＲ戸出駅７：４２発⇒　ＪＲ高岡駅７：５４着
◆氷見線　ＪＲ高岡駅８：３６発⇒　ＪＲ氷見駅９：０４着

　　　伏木方面の方は　万葉線　中伏木駅９：３９発⇒
　　　城端線　ＪＲ戸出駅８：５４発⇒　ＪＲ高岡駅９：０５着
◆万葉線　高岡駅前９：１５発⇒　海王丸駅９：５４着

　　　氷見線　ＪＲ伏木駅９：０３発⇒　ＪＲ高岡駅９：１６着
　　　城端線　ＪＲ戸出駅９：３５発⇒
◆城端線　ＪＲ高岡駅９：２１発⇒　ＪＲ福野駅９：５５着

　　　城端線　ＪＲ戸出駅７：４２発⇒　ＪＲ高岡駅７：５４着
◆バス：西回り伏木・古府循環線
　　　高岡駅前８：１０発⇒　若草町下車８：３２頃着(徒歩５分)
◇終了後、反省会　(雨天決行)

スポレク高岡２０１２
　高岡近世文化遺産めぐり
　　　※※　参加料無料、完歩賞・努力賞対象外　※※

約５km 8時30分
開会式会場
高岡市民体育館

氷見 藤子不二雄Ａのルーツを訪ね「マンガロード」を歩くコース
中央町ポケットパーク、虹の橋・光禅寺・潮風ギャラリー・海鮮館
　藤子キャラクターが「マンガロード」に点在しています。


