
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月例会 阿尾城跡・朝日山お花見ウォーキング＆  総 会  

実施期日 ２０１７年４月９日（日） 

集合時刻・場所 ＪＲ氷見駅、８：５０（車で参加の方、番屋の駐車場があります：北大町で「脇行き

バスに乗車し「阿尾」で下車） 

電車時刻表  

     

 

相乗り設定は有りません （お花見ですのでお酒を飲む人は運転厳禁） 

歩く距離 約７Ｋｍ、２.５時間 

コースと概要  ＪＲ氷見駅⇒（路線バス利用）阿尾城跡⇒朝日

山公園（お花見：見るだけ）⇒牛屋（ランチ・総会）⇒

ＪＲ氷見駅（１４頃着） 

 

 

    

持ち物 飲み物 ウォーキングに適した服装と履き物、傘などの雨具。寒い時期ですので防寒対策を。  

        昼食は「牛屋」で焼き肉ランチを頂きその後、総会を行います。 

昼食は個人負担千円（超過分は会で補助します）  

参加費 交通費  会員は２００円、会員外の方は５００円の参加費（いずれ

も保険料＋資料代として）をいただきます。 

申込・問い合わせ先  林 憲彦さん（℡/Fax 0766-82-6035）  

申込み〆切り  ４月５日（水）  

天候による催行可否  注意報・警報が出ていない限り実施します  

 

 

富 山 小 杉 大 門 高 岡 伏 木 氷 見 

７：４０ ７：５１ ７：５５ ７：５８ ８：０７ ８：２１ ８：４１ 

スポーツ連盟とやま 

富山ウォーキングクラブニュース 
第９８号（２０１７年４月１日）  

２月 １日） 

阿尾城跡 

朝日山公園の桜 

氷見駅口～北大町～阿尾まで路線バスに乗ります 

9:18   9:26    9:30  （バス代各自負担） 

総会の出欠ハガキは４／５まで届くように投函してくださ

い 



 

 

特別企画
   

海竜スポーツランド（射水市）～岩瀬浜駅 
 

実施期日 ２０１７年４月２０日（木） 

集合時刻・場所 小杉駅南口 ８：２０ 

または渡船堀岡発着場８：５０ 

（車で参加の方は直接海竜スポーツランド駐車場８：５０） 

歩く距離 約１２Ｋｍ、３.5時間 

コースと概要  海竜スポーツランド⇒海老江⇒四方⇒千原崎⇒岩瀬浜駅 

（岩瀬カナル会館で昼食を摂り解散します） 

岩瀬浜駅からは各自帰ります。 

持ち物 飲み物 ウォーキングに適した服装と履き物、傘などの雨具。 

参加費   会員は２００円、会員外の方は５００円の参加費（いずれも保険料＋資料代として）をいた

だきます。 

申込締め切り １７日（月）  

申込・問い合わせ先 林 憲彦さん（℡/Fax 0766-82-6035） 

天候による催行可否  注意報・警報が出ていない限り実施します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海老江海浜公園 

今まで３回で、歩いたコース（合計４０Ｋｍ） 

これからの湾岸ウォーキングの予定 

第４回 海竜スポーツランド ⇒ 岩瀬浜駅 

第５回 岩瀬浜駅  ⇒ 中滑川駅 

第６回 中滑川駅  ⇒ 経田駅 

第７回 経田駅  ⇒ 西入善 

第８回 西入善  ⇒ 泊駅 

第９回 泊駅  ⇒ 越中宮崎 

第１０回 越中宮崎  ⇒ 境川（県境）往復 

四方漁港 



 

 

 

歴史のある町 伏木を散歩してきました 

                                        甲 かほる 

５月１５日の伏木曳山（けんか山）祭りは、新

湊の春祭りと同じ日であることもあって、けんか

山はもちろん見たことはありません。恥ずかしい

のですが、隣の町 伏木には、新湊に○十年住ん

でいてもほとんど行ったことがありませんでした。 

今回は、天気にも恵まれ、ウキウキ楽しく１０

名のメンバーで歴史探訪ウォーキングができたこ

とを本当に嬉しく思います。９時に伏木駅をスタ

ート。 

高岡市伏木古国府の国重要文化財・勝興寺の西

側にある散策路「椿の道」。たくさんの椿が咲い

ていました。写真ぱちり。大伴家持が歌を詠んだ

万葉寺井の跡。カタ

クリがいっぱい咲

いている井戸の近

くにいる少女たち

が浮かんできまし

た。 

今日の大イベントの正法寺の八十八ヶ所霊場

巡りです。昭和７年から安らかな世になるように

との願いを込めてつくられたそうです。四国巡礼

の札所八十八ヶ所を模した８８体の石仏が安置さ

れていました。調べてみたら、旧新湊市の石工・

故田島久義さんが彫られたものだそうです。かつ

ては、たくさんの人々が修行しながらおまいりを

しておられたのでしょうね。私も、たくさんお祈

りしてきました。 

よく話には聞いている、「気多神社、大伴神社、

国分寺跡」へ。とても趣のある気多神社には初詣

に来てみたいなと思いました。 

続いて伏木の街並みを歩きます。芥川賞をもら

っておられる堀田善衛（よしえ）の生家跡では、

中庭に鶴がいた話や、母親が近くに保育所を建て

られたと聞いて、昔は大きな廻船問屋だったので

しょう。宮崎 駿が一番尊敬する人に「堀田善衛」

と言っておられたので驚きました。しかし有名な

県人作家の本は読んでいません。むずかしそうで

す。この機会に読んでみるかな。 

最後に魚取神社、玉川遊郭街跡、けんか山展示

館、澗改所跡・伏木御台場跡、廻船問屋棚田家を

見てまわりました。これは漁師町の新湊地域とと

ても似ていました。昔は、にぎやかだったはず。

そのときの勢いが、新湊にも伏木にもいろいろな

面で戻ってきたらなと強く思いました。 

今日は、多くのことを歩きながら見て知ること

ができてよかったです。また、感想を書くのにさ

らに少し調べることもでき、たくさんたくさん思

い出がつくれました。ありがとうございました。 

 

ウォーキングメモ 

この日歩いた歩数 １３,５００歩 

「臥浦」（しうら）昔の地名（公民館の掲額から） 

９：００ スタート １２：３０Ｇｏｏｌ 

 



 

 

富山湾岸ウォーキング３ ３月２４日実施（レポート） 

 

今日のコースは富山県の７大河川の２つ（小矢

部川・庄川）を渡るため結構ジグザグの歩行とな

り、実際の湾岸より長いウォーキングになりまし

た。 

見どころはかって

の渡船乗り場近くに

あった如意の渡しの

「義経と弁慶」の銅

像・六渡寺の「日枝神

社」の鳥居・新湊の「お

助け橋」・海王丸・あ

いの風プロムナードと盛りだくさんでした。 

スタートから好天で気持ちよく歩くことが出

来ました。時折日が陰りひんやりとしましたが汗

ばんだ体に心地よい潮風でした。 

湾岸ウォーキ

ングにこだわり

少しでも海辺に

近いところをと

ルートを探り、日

頃足を踏み入れ

ることのないル

ートを歩けたのは

仲間と歩く強みで

した。パークゴル

フをしていても覗くこともなかったコンクリート

の防潮堤の内側も歩き、得をしたような気がしま

した。 

次回からは神通川を超えいよいよ富山県東部

を歩きます。楽しみが一層増えそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーキングメモ(2017/3/24) 

この日歩いた歩数 ２３,０００歩 

歩いた距離 １３.５Km 

９：３０ スタート １２：２５Ｇｏｏｌ 

 

他では滅多に見ることの

出来ない「合掌鳥居」 

 

六渡寺の獅子舞をモチー

フにした橋柱 

伏木万葉大橋の上の「万葉歌碑」

前で、朗唱の練習？ 



 

 

 

 

 

 

牛屋 氷見市朝日丘１－４１ 

７２－００２９ 

小上がり席 ２卓 ３／１４予約  

焼き肉…１３２０円、カレー…８００円、コロッケランチ…６７０円 

担当 細川さん 

ランチタイム １１：３０～１４：００ 

 

打合会の議事録 

１２月２７日、特別企画の「旧加越線ウォーキング２」の後、昼食を摂りながら４月以降の例会の相談

をしました。以下は大まかな議事録です。 

５月…増山城跡周辺巡り（砺波市のイベントに参加するも独自企画も考える） 担当 甲 

６月…６/３（土）に開催される「名水巡りウォーキング」に便乗する 

６月…６/１８ 深海さんにコースの作成をお願いする 

７月…７/７（金）・７/８（土） 昨年行った１泊２日のウォーキング 

 大野と勝山のウォーキング、出来れば石川・福井と交流を行う。 

９月…９/３０・１０/１ 全国ウォーキング交流集会 伊豆半島 

その他 コースとしては獅子吼高原・数河高原・常願寺川公園 

また、例会は原則毎月第３日曜日に行うこととし、８／２０、９／１７、１０／１５、１１／９を予定

しています。 

 

今後の例会予定 

 
 

 

 

 

 

ウォーキングコース 担当 

初詣（大川寺三十三観音・雄山神社） 林 

伏木八十八カ所巡り 亀谷 

氷見朝日山・花見・総会  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大空襲の犠牲者  氷見海岸にも流れ着く  

カテゴリー： 県内団体の催し ，富山市 富山県 氷見市  

 1945 年 8月 2日未明、アメリカ軍の B29 爆撃機 174 機が富山市上空に飛来し、1,320 トンの焼夷弾

と小型爆弾を投下しました。 

 この空襲で、当時の市街地の 99.5％が焼失。約 3,000 人が死亡し 8,000 人が負傷するという地方都市

では最大規模の被害を出しました。 

 8 月 1日が米陸軍航空部隊の創設記念日で、カーチス・ルメイ司令官の昇格祝いとしての最大の無差

別爆撃の標的となったことや、事前に投下された予告ビラが周知されることなく行政に回収され、空襲

中、逃げようとする住民を憲兵と警防団員らが押しとどめたことが最大の被害につながりました。 

 空襲を受けて、市民は神通川に逃げ込みましたが、そこで多数の人が亡くなりました。 

 犠牲者の遺体は、神通川の河口から直線距離で 30km 以上離れた氷見市の島尾海岸にまで流れ着きま

した。なかには、赤ちゃんを胸に抱いた若い母親や、手をしばり合わせた寝間着姿の 12、13歳の姉と 6、

7 歳の弟の遺体もあったといいます。 

 住民は流れ着いた遺体を近くの松の根元に葬り、毎年 8月 1日に野花を供えて供養してきました。1975

年 8 月 12 日には、募金で慰霊のための地蔵尊を建立。その後は、島尾自治会の主催で毎年 8 月 12 日 9

時から、高岡市の国泰寺の管長を招いて法要を行っています。最近は地域の子どもたちも参加。法要後、

公民館で世話役の人が、大空襲の体験記を読み聞かせています。 

 日本への原爆投下を計画していたアメリカは、投下候補地の新潟、広島、京都、小倉以外の全国 49 力

所に長崎型原爆と重さと形が同じ模擬爆弾も投下しました。 

 県歴史教育者協議会の松浦晴芳さんは、「最近の政治では、戦争を美化したり隠したりする動きが

あるなか、戦争の真実に向き合わなければ同じ過ちを繰り返す恐れがある。偏ることなく戦争を見つめ

ることが大事」だと話します。 

 

http://toyama.jcpweb.net/category/events
http://toyama.jcpweb.net/localact/loc-toyama
http://toyama.jcpweb.net/localact/loc-ken
http://toyama.jcpweb.net/localact/loc-himi


 

 

如意の渡しとは、小矢部川河口にある渡し船のことです。 

 左岸の高岡市伏木と右岸の射水市六渡寺（中伏木）とを結びますが、歴史はかなり古いようです。 

 

 というのも、源義経が弁慶と共に、この渡し船に乗った記録が『義経記』にあるのです。 

渡しにある義経と弁慶の銅像 

 

 兄頼朝に追われて東北へ落ち延びる途中、変装しているものの「義経ではないか」と船着き場の役人

に疑われました。弁慶はとっさに「こいつは加賀白山よりつれてきた坊主だ。義経などと間違われては

迷惑千万」と叫び、主君義経を扇でさんざん打ちのめした。その様を見た役人は疑いを晴らし、船に乗

ることができたといいます。 

弁慶が扇でめった打ちです。「ビシビシ」音が

伝わってくるようです。 

 

 この話を元に創作されたのが有名な「勧進帳」と言われ、場所も石川県の安宅の関に移ってしまいま

した。 

 つまり有名な勧進帳のエピソードは、実はここ高岡市にあった、というのです。 



 

 

渡しにある案内板 

 

  

 ところで、地元に残る「如意の渡し」の伝承はこれだけではありません。 

 実は、この義経の話より２２年後（承元元年（1207））になりますが、越後流刑となった親鸞聖人が、

この渡しを通った記録があります。 

 おそらく流刑人として越中国府で通過の確認を受けたのだろうと推測されます。 

 『伝説とやま』によると、渡しの船頭の源平・源助兄弟が親鸞聖人の弟子になったとあります。 

現在でも渡し船が行き来しています。 

 

 親鸞聖人が乗船中、船頭の源平・源助兄弟は、親鸞聖人の体から水中へ光が輝いているように感じま

した。不思議に思って、２人は自宅に親鸞聖人を招き、教えを求めます。 

 親鸞聖人は「他力の三心とは、至心・信楽・欲生にして、すなわち三心とはいえども、行者帰命の一

心である」と懇ろに説き、二人は感激して「帰命尽十方無碍光如来」の名号を下附していただいた、と

のことです。 

 さらに源平は「勝光坊」と法名を受け、射水市（旧新湊市）の勝光寺を開いたと言われます。 

 この話は、勧進帳があまりに有名な為に歴史上ではかき消されている感がありますが、浄土真宗の勝

興寺がある土地としては、実に有り難い話ですね。 

 

 さて、この如意の渡し船も、いつまでも存続するものではなさそうです。 

 写真を見ての通り、新伏木港大橋が建設中で、これが開通すれば、渡しも廃止になると思われます。 

 



 

 

富山湾岸ウォーキング おおよその歩行距離 

脇（県境）→氷見番屋街     １４Ｋｍ 

     →伏木        １２．６Ｋｍ 

     →海竜町「サザン」  １２Ｋｍ 

 

     →海岸通り      １２Ｋｍ 

     →滑川・道の駅    １０．５Ｋｍ 

     →経田漁港      １２．７Ｋｍ 

     →黒部川西橋詰    １０．５Ｋｍ 

     →赤川橋爪（泊）   １２．７Ｋｍ 

     →境川橋爪（県境）  ８．５Ｋｍ 

 

コースと距離（累計距離）  ＪＲ氷見⇒番屋街（１．８９）⇒氷見海浜植物園（５．４３）⇒島尾海水浴場（５．８９）⇒富山

大空襲慰霊地蔵（６．９２）⇒松田枝浜（７．１１）⇒ＪＲ雨晴（９．３９）⇒義経岩（９．８４）⇒ＪＲ越中国分（１１．３６）

⇒義経記如意の渡し像（１３．７８）⇒ＪＲ伏木駅（１４．０９） 

 

ＪＲ氷見⇒番屋街（１．８９）     ９時 

⇒氷見海浜植物園（５．４３）  １時間２２分 １０時２２分 

⇒島尾海水浴場（５．８９）  １時間２８分   １０時２８分   

⇒富山大空襲慰霊地蔵（６．９２） １時間４５分 １０時４５分 

⇒松田枝浜（７．１１）⇒  １時間４７分 １０時４７分 

ＪＲ雨晴（９．３９）⇒   ２時間２０分 １１時２０分 

義経岩（９．８４）⇒Ｊ   ２時間２８分 １１時２８分 

Ｒ越中国分（１１．３６）⇒  ２時間５０分 １１時５０分 

義経記如意の渡し像（１３．７８）⇒ ３時間２７分 １２時２７分 

Ｒ伏木駅（１４．０９）   ３時間３１分 １２時３１分 

 

 

 

ＪＲ氷見 １０：２２ 

島尾 １０：２６ 

雨晴 １０：３０ 

伏木 １０：３ 


