
５月例会＆総会 高岡やぶなみ駅から木津地区を歩く

スポーツ連盟とやま

第１２３号（２０１９年 ５月１日） 【発行責任者：寺山秀行】

【実施日】 ２０１９年５月１０日（金）

【集合・出発】 あい鉄「高岡やぶなみ」８時３５分

＜参考＞ 富山 8:05 小杉 8:16 高岡 8:30 高岡やぶなみ 8:33

【行程】高岡やぶなみ ⇒ 円通寺 ⇒ 第２号水源井 ⇒ 赤いポスト（南星中前 ）⇒

第４号水源井 ⇒ 一文橋 ⇒ 佐野源左衛門墓標跡 ⇒ 西宮観音堂 ⇒ 木津

神社 ⇒ 高岡やぶなみ

【歩行距離】約８．５Km

【昼食】高岡駅地下 高岡美食魚菜 〜GOOZO〜 氷見の魚の丼 １０００円前後

【装備】雨具・飲料水

【参加費】会員：２００円、一般：５００円

【参加締切】５月 7 日（火）まで林 憲彦へ

℡&FAX 0766-82-6035 or SMS 090-8099-2954
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殿様道(朴坂越)を歩く感想       記；寺山

前日の晴天と天気予報とは違って今日は、

薄曇りで少し寒い。名残の桜の薬勝寺駐車

場に７名が集まり、道の駅福光に駐車して

歩き始める。午前 8 時 30 分、棟方志功の襖

絵で有名な光徳寺の門前を通り坂本へゆく。

殿様道の案内が無ければ見過ごす幅 1 メー

トル程の民家の横の道をあるく。道は法雲

寺の墓地の中を通りほとんど平坦で少し登

り坂である。

地図によれば右手にあるように思える石

仏 1 番 如意輪観音が見守っています。頭

巾がかけられている。歩く人がいなくなっ

て道は、樹の丈が高くなっていて、一部笹が

腰辺りまであるが、殆ど歩きやすい道であ

る。そこかしこにイカリソウが白くひっそ

りと咲いている。そして道端に、ゼンマイ、

タラノメがあり大収穫に忙しくウオークの

予定時間をオーバーするほど。文政 12 年

(1829 年)に整備されたという石畳も確認し

た。

朴坂峠で一休み、ベンチと殿様道の説明

板が設置してある。砺波平野の散居村が見

渡せる。ここにも山菜がたくさん生えてい

る。ここではワラビの出始めである。ホトト

ギスの鳴き声を聞いた。

朴木峠からは殿様道が不明のため林道を

たどり 12 番の千手観音に参り入口の 14 番

如意輪観音に歓迎され“ぬく森の郷”にゴー

ルした。11 時 30 分でした。

このウオーキングで参った石仏は12体で

その内訳は、十一面観音(3 体)、千手観音(3
体)、十一面千手観音(1 体)、如意輪観音(３
体)、不空羂索(1 体)でした。

ウオーキング中金沢方面から、マウンテ

ンバイクとオートバイクで峠越の 2 組のグ

ループに出会った。

県下最大級と言われる“ぬく森の郷”の露

天風呂からは、俱利伽羅山や宝達山が望め

のんびりと日頃の疲れが取れました。

穏やかで歩きやすいウオークのコースで

した。次の企画で 33 体観音に会いに二股町

の本泉寺へのウオークが待ち遠しいと思い

ました。

記録;実施日 ２０１９年４月２１日(日)
８時 30 分より 11 時 30 分 歩数 約 9,000
歩

車走行距離 往復 76 ㎞(小杉薬勝寺から

福光 道の駅 ) 1 人当 650 円入浴料

600 円

参加 亀谷さん、甲さん、瀧川さん、深

海さん、東さん、林さん、寺山の 7 名でし

た。



殿様道ウォーキングのあと「むくもりの郷」で総会を開きました

富山ウォーキングクラブ第 11 期(2019 年度)総会 報告

日  時；2019 年４月 21 日(日)12 時〜12 時 30 分 殿様道のウオーキング実施後

資格審査；会員 10 名中 出席 7 名 委任状 3 名 （前期から 3 名の退会、1 名入会）

議  事；2018 年度の活動実績と 2019 年度の活動方針について寺山から報告

     2018 年決算報告は亀谷さん、会計監査報告を瀧川さんから受けた。

     種々の活発な意見討論により拍手にて承認確認されました。

2019 年度の計画は別紙の通りです。

会則の変更について

現在の会則は、第 9 条１、年会費を 3,000 円とする、ただし同居の家族で、2 人目からの会員の会費は

一人につき 2000 円とする。

上記の   部分を削除する。会員の同居の家族は会員扱いとするので、具体的には従来家族が例会に

参加した場合家族会員でなかったら参加費 500 円となっていたが今年度からは 200 円となります。

役員は 会計に、瀧川循子さん 会計監査に、甲かほるさんが新任されました。

亀谷さん(前会計)長い間お疲れ様でした。 以上確認し総会を了えました。

富山ウォーキングクラブ ２０１９年度 計画

コース 始 点 終 点 担 当

４月 ２１日 （日） 殿様道 福光・坂本 「ゆけむりの森」 林

５月
１０日 （金） 高岡市木津周辺 やぶなみ駅 やぶなみ駅 林

25・26 全国交流ウォーキング 馬籠 妻籠 寺山

６月
１４日 （金） 北陸街道 金沢城 森本駅 寺山

２３日 （日） 南砺市・監的壕 城端 林

７月
１２日 (金) 南砺市・安居寺 福野駅 福野駅 亀谷・瀧川

２１日 (日) 乗鞍高原 沢渡 林

８月 ９日 （金） 栂池自然園 寺山

９月
８日 親不知方面 深海

２７日 （金） 伏木・岩崎鼻灯台 伏木気多神社 雨晴道の駅 亀谷

１０

月

１２日 （金） 東

辰巳用水(2)

１１

月

１７日 （日） 松倉城（松倉金山） 深海

２４日 （金） 二上山散策 甲

12 月 １５日 （日） 未定 寺山

１月 ５日 （日） 初詣・姉倉姫神社 東八尾 東八尾 寺山


