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８月例会

加賀藩ゆかりの歴史とものづくりのまち

高岡の町並みをウオーク
利長とドラえもん
実施日

２０１８年８月１９日(日)

集合時・場所

あいの風高岡駅(古城公園口・北口) 1F エスカレター前

電車の時刻

往

9:00

復

富山

小杉

高岡

高岡

小杉

富山

８；３８

８；５２

８；５６

12：49

12；59

13；17

車の方は 、
駐車場ホームセンタームサシ高岡駅南（徒歩 5 分)
やまちょうすじ

コース

高岡駅⇒古城公園大手口⇒高岡大仏⇒山町筋
町⇒小馬出町⇒木舟町⇒鳳鳴橋

金屋町

土蔵造りの街並み（※重伝建)坂下

千本格子の家並み

町配水塔⇒国宝瑞龍寺⇒前田利長公墓所⇒高岡駅

約 7.5 ㎞

(※重伝建)⇒清水
2.5 時間

ゴールは、正午頃となりますので、高岡駅周辺でランチはどうでしょうか？
※重伝建…重要伝統的建造物群保存地区の略

文化財保護法 144 条により 117 ヵ所

持ち物

飲物

ウォーキングに適した服装と履物、傘など

参加費

会員は 200 円 会員外の方は 500 円の参加費(保険代＋資料代)

申込・問合

寺山秀行さん

申込締切

8 月 15 日(水)

☎

090－2033－1905 又は fax

1

0766-24-8474

千本格子の家並み 金屋町

赤レンガの銀行と土蔵造りの山町筋

ｉｎ

北潟湖＆越前松島

開催日 ９月 25 日（火）・26 日（水）
歩くコース １日目「北潟湖」周遊。２日目「越前松島海岸」
宿泊 「あわら 北潟温泉 湖畔荘」
宿泊代 １２０００円ほど（交流会費込み）
集合 25 日 13 時、湖畔荘
26 日は車で国民休暇村駐車場へ移動し、ウォーク。正午ごろ現地解散

新湊内川巡り

報告

歩いた距離 約５ｋｍ １０,０００歩

内川(2 級河川）は最近、
「日本のベニス」といわれ、どこか懐かしい港町を感じられる人気観光スポッ
トになっています。また、今回は「タモリカップ」もあるので楽しみにしていました。
ところが天気予報で、
「今年１番の暑さになる」といわれ不安でしたが、３人は元気よく９時前に出発
すがすが

しました。内川に近くになるにつれ、新湊の海から「あいの風」がそよそよと吹いてきて、私たちは清清
しい気持ちで歩くことができました。案内マップには１４の橋が紹介せれています。庄川に近い西側から
見て歩きました。
１番は「藤見橋」
近くに藤のきれいな「藤の宮」にちなんで橋名

ます。欄干は曳山の車輪がデザインされ県内（１

がついています。橋の親柱は灯籠。またその上に

３本）最多の曳山を愛する「祭り好き」の新湊の人

だ

し

は近くの町の曳山の標識（鈷鈴、蝶）が飾られてい

たちの心意気が表れています。

２番目は西橋
江戸時代に内川には３本の橋がかかっていました。その１番西側にかかっていたのでつけられました。
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３番目は湊橋
別名お助け橋といわれています。漁船は、近く
ある海の神様（恵比寿様）が祀られている西宮神
社に手を合わせてから、湊橋をわたって富山湾へ
出ていきます。また、江戸時代にはここに橋がな
かったため、放生津町が大火になったとき逃げれ
なくなった４８名が命を落としました。後に加賀
藩がここに橋をかけてくれました。それで、明治
２８年までは「お助け橋」と言われていました。
つけたし 西宮神社は海上神事が行われること
で有名です。ボンボコ舞いといわれる獅子舞を沖
に出た船上で行い、災難や不漁を追い払う儀式で

海づくり大会のときには盛大に行われました。

す。最近はなかなかされず、２０１５年の豊かな
４番目は奈呉の浦大橋
新湊大橋へつながる新しい道にかかっています。今日は湊橋から見るだけです。ここからは、立山連峰
が眺められます。中央のバルコニーには大伴家持の歌が紹介されています。
５番目は新西橋です。
とても斬新な橋で、金属とコンクリートがマッ

に行ってはどうですか。

チしています。欄干が遠くから見ると霞のように

ここらあたりから漁船がたくさん係留されてい

見えないのです、不思議な橋です。皆さん、確かめ

ます。

６番目は中の橋
３本の古い橋の真ん中にかけられた２番目の橋

ここで西新町にある専念寺のからかさ松（県指

だったのでこの橋名がつきました。新湊出身の

定天然記念物）を見に行きました。１６ｍも広が

まきゆう けい

牧宥恵氏の仏画がこの橋を通る人たちを励ました

っています。それを支える太い太い幹を見て驚き

り癒したりしてくれています。

でした。

７番目は中新橋
中町と新町を結ぶ橋なのでつけられました。内

す。新しく作り替えられたとき、北前船のイメー

川は江戸時代に栄えた北前船の寄港地だったので

ジが表現されました。自動車は通れない橋です。

８番目は神楽橋
八幡宮大伴さんの親戚の大伴二三弥氏の７２枚

たという方々と話が盛り上がりました。出身は作

のステンドグラスが装飾された欄干がきれいです。

道久々湊でどうやら林さんと同じ学校に通ってい

曳山の標識(だし)や魚等が描かれています。

たことが分かって懐かしい話になりました。世の

川の駅まで来ました。冷たいジュースやアイス

中は狭いもんですね。元気になって、

入りクレープをいただきながら休憩。東京から来
９番目の山王橋へ。
ここは１番にかけられた橋です。かつて、橋番

が飾られています。近くには、立川志の輔さんの

所もあったそうです。現在は、この地出身の竹田

育った家もあります。

光幸氏（多摩美あ大教授）の手の大理石彫刻４基
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10 番目は東橋
スペインのセザールボルテラ氏設計の橋。屋根つ

近くの古野のところてんが有名でしたが、残念な

きの赤い橋です。いつも涼しい風が吹いているの

がら今年から閉店になりました。本当においしか

で近所の方々の憩いの場になっています。また、

ったんですよ。

11 番目は放生津橋です。
よ し き

室町幕府 10 代将軍「足利義材」が５年間ここです

ルや銅像等が装飾されています。

ごしたといわれています。義材の戦闘に赴くパネ
12 番目

二の丸橋、

13 番目
新港大橋も東橋から見たり話を深めたりしました。

体の仏像に囲まれた新湊大仏のある光山寺にもよ

かつて放生津城があったこと、富山新港がつくら

り八幡宮へ向かいました。新湊の八幡宮は万葉集

れて堀岡の町が切断されたこと、長年の市民の願

で有名な大伴家持が５年間、越中国府として在任

いからようやく「新湊大橋」ができ東西がつなが

中に創始されたと伝えられています。歌もたくさ

ったことなど話しながら、ボケ封じの光明寺、3000

ん詠まれています。

「あゆの風 いたくふくらし 奈古の浦に 釣する小舟 こぎかくる見ゆ」
かむ
「立山に 降り置ける雪を 常夏に 見れども飽かず 神からならし」
海王丸パークへ向かう途中、日蓮宗の義常教会

海王丸パークは「タモリカップ」で大賑わい。８

へも寄って、大きなわらじを見てきました。最後

８歳の海の貴婦人「海王丸」を背に、タモリさん所

は橋巡りが神社・お寺巡りになりました。漁師町

有の帆船「みらいへ」も参加者ヨットパレードを

新湊は自然の中での仕事が多く命を守ってくださ

応援しながら航行中でした。青空の元、絵になる

る信仰が大切にされていたとよく聞いていました。

風景が見られシャッターを思わずたくさん押しま

まだ、お地蔵さんもいっぱいですよ。

した。

14 番目

新湊大橋

歩行者専用の「あいの風プロムナード」をゆっ

ります。もっとも東側まできました。目標達成で

くり歩きます。今年 50 周年の富山新港を歩いて渡

す。

最後に堀岡埠頭・越の潟フェリーに乗って富山
新港を逆に渡ります。船上からは、北陸電力火力
発電所、記念に建てられた展望台、かつての放生
津潟に浮かぶ弁天島の守護神が祀られているアル
ミ製の新湊弁財天、木材チップの山の工場、コン
テナいっぱいの国威際ターミナル、遠くにヨット
群も見えました。
帰りは朝、越の潟駅までもってきてくださった
林車で川の駅へ向かいおいしく昼食をとりました。
そんなに暑い思いをせずに最後まで歩けたこと
に満足です。なかなか出会えない「タモリカップ」

も間近で見学でき楽しいウォーキングでした。何
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より、新湊のいいところの再発見の旅になったこ

いました。

かほる記

とが嬉しかったです。
旧新湊市街は７月がお盆です。帰り、お墓もお
参りでき、ステキナ１日でした。ありがとうござ

＜これからのウォーキングの計画＞
皆さんと相談して決めた９月例会は、諸般の事情で９月９日から１６日に変更しました。
既に計画表に繰り入れておられる方がおられると思いますが、ご了承ください。

実施予定日

コース

担当

８月１９日(日)

高岡町巡り

寺山

９月１６日(日)

七尾城跡

亀谷

９月２５・２６日

越前松島(北陸合同)

１０月２８日(日)

岐阜・観音山

１１月１８日(日)

旧北陸街道

１２月９日(日)

石川・辰巳用水

林
寺山
林

西日本豪雨被害への義援金のお願い
今月７日から、北陸から九州に停滞した前線が台風７号により活発化し、各地で土砂崩れや
河川の増水・氾濫など同時多発的に起こり、被害が拡大し１３府県で１７０人（１１日現在）
以上の死者を出しています。
被害に遭われた方々や被災地域の皆さまにお見舞い申し上げます。
気象庁から１１府県に発令された大雨特別警報は、１９０万人以上の人々への避難指示とな
りました。また、広範な地域での被害でライフラインは寸断され、１万人を超える方々が避難
生活を送っています。しかし、被害の全容はいまだに把握ができていない程です。
全国連盟では、関係府県の被害状況把握に連絡を取り合いました。また、「被害の状況はど
のようになっているのか」との問い合わせも寄せられており、被害に遭われた地域の各連盟に
ＳＮＳなども含めた「情報提供」の要請と会員の状況把握に努力していただいています。
大変広域にわたる被害のため、スポーツ連盟会員の状況把握には時間を要するものと推察さ
れます。しかし、甚大な被害はあきらかですから少しでも早く被災された会員や被災者への支
援を行うために義援金を呼びかけることとしました。
お寄せいただいた義援金は、被災された会員や被災者への復興支援に全額活用していきます。
ご協力をお願いいたします。
２０１８年７月 新日本スポーツ連盟 会 長 和食昭夫
理事長 石川正三
───────────────────────────────────────────――――――――

〈送金先〉 郵便振替＝口座番号 ００１１０─１─５６９３９ 名義・新日本スポーツ連盟
送金された方は、富山ウォーキングクラブの寺山会長まで連絡をお願いします。
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