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１３９号（２０２０年 ９月１日）

９月例会

【発行責任者：寺山秀行】

常願寺川遡上ウオーキング

【日時】９月１２日（土）小雨実施
【集合場所】水橋二杉パーク ８時 40 分
・県西部の方 新湊博物館横 Ｐ ８時
・車のない方 申込時その旨お知らせ下さ
い。
【行程】水橋フイシャーアリーナ―⇒今川橋を
渡り常願寺川左岸を歩く→あいの風鉄道線を
くぐる→常願寺橋（旧 8 号線）→雄峰大橋（8 号線）→新幹線（くぐる）→常磐
橋を渡る→常願寺公園スポーツハウス（山本さん合流）
尚、希望により“世界一かわいい美術館”鑑賞 ＮＰＯ法人（水橋伊勢屋 257
【申込・問合せ】9 月 9 日（水）
亀谷さんまで ☎ 0766-82-3715 Ｃメール 090-9447-8259 再案内です

北陸 3 県

ウオーキングクラブの交流の

集い
内灘町の米軍試射場跡と反戦川柳作家の鶴彬の句碑（高松）
【日 時】2020 年 9 月 23 日（水）～24 日（木）
宿泊 内灘サイクリングターミナル
【行 程】
水 13 時
◆9 月 23 日○
サイクリングターミナル集合 ①「砂と風の館」見学 元
教育長の講演→車移動（15 分）➩ 弾薬試射指揮所跡 ➩アカシアロマンチッ
クロード～サンセットブリッジを渡り宿泊先に戻る 18 時半より「BBQ で夕食
交流会」ウオーク 6 キロ
木 朝食後
◆24 日○
9 時出発→車移動 「権現森」着弾地点で座込した所 高松
町の「鶴彬の句碑」を訪ね、町内ウオーク 11 時頃 現地解散

【参加費】10,000 円（1 泊朝食、BBQ、飲み物込み）参加費と交通費は別途

【申

込】９月 10 日（木）まで
寺山 ☎＆fax 0766-24-8474 Ｃメール 090-2033-1905
【集 合】小杉薬勝寺池公園Ｐ 23 日午前９時半 あい鉄 富山発 9 時 01 分小
杉 9 時１１分

コロナの第 2 波到来が疑われている折
営します。

以下の通り細心の注意で運

中止の基準は、政府・地元自治体が「非常事態宣言」を発令した場合

１． 「体調不良の場合」「近くに感染が疑われる方がいる場合」「過去、14 日以
内に海外渡航、または海外住居者と濃厚接触がある場合」は参加しない。
・マスク着用・こまめな手洗いとアルコール消毒・ソーシャルディスタ
ンスを守る

・熱中症対策とこまめな水分補給

２． 内灘町サイクリングターミナルでは
・入館時にアルコールによる手指消毒と検温を実施・各部屋に消毒液を設置
・参加者の名簿提出（万が一の時、感染ルートを特定するため）
・ＢＢＱは１台 10 人のところ、６人に制限

８月例会

以上です。

弥陀ヶ原ウォークの報告

【 コース 】
薬勝寺池公園駐車場 6:45 ⇒電鉄横江発 7:53 ⇒立山駅着 8:16
往：立山 8:４0 と 9:00⇒大観峰 10:22⇒黒部湖着 10:55
昼食
復：黒部湖発 12:23⇒弥陀ヶ原着 14:24 (ウオーク 1.5 時間程）
弥陀ヶ原発 15:41 ⇒ 立山着 16:58 ⇒ 17:30 電車

8 月 21 日（金）残暑とは言えないほどの暑
さと新型コロナの第 2 波到来かの危険な地上
を避け、立山黒部アルペンルートで黒部ダム
へ行き弥陀ヶ原でウオークした。
2,450ｍの室
堂から 2,316ｍ
の大観峰へは
立山直下のト
ンネルを日本
で唯一の電気のトロリーバスが通っています。雄山頂上の真
下を通過した。どこからともなく♬“風の中のすばる 砂の中
の銀河 みんなどこへ行った“♪が流れてきた。
支柱が 1 本もない立山ロープウエイでダイナミックな眺め
を空中散歩で満喫し標高 1,828m の黒部平に着いた。消え残った雪渓が下に見える。全線地
下式での急斜面を走るケーブルカーに乗り黒部湖に着いた。（乗換 4 回）10 時 55 分。黒部
ダムは高さ１８６m の日本最大級の高さだ。エメラルドグリーンに輝く黒部湖と、毎秒 10
トンの観光放水で虹が掛かっている。天然のシャワーでマイナスイオンを浴びた。大迫力の
涼感で究極の避暑地だ。昼食もことのほか美味しい。（コロナ対策のため対面でなく並んで
食事）見上げれば雄山頂上の反対側が見える。記念に“黒部の月”（ビール）を買った。ダ
ム建設での 171 柱の殉職者の慰霊碑に遠くから手を合わせた。
高原バスを弥陀ヶ原で途中下車し（14 時 24 分遊歩道をウオークした。弥陀ヶ原ホテルは
休業しているようだ。北の方に大日連山が屛風のように見える遊歩道に沿ってホテル前か
らＴ字路を左に折れ湿原をほとんど一周した。
「ガキの田」と呼ばれる池塘（ちとう）が所々
に見える。ワタスゲ、ワレモコウ、シモツケソウ、アザミなどが咲いている。Ｋさんの知人
の自然解説員に出会い時間外にかかわらず丁寧な解説を受けた。
この企画は富山県民キャンペーンの“黒部ダム行って得きっぷ”
（通常価格 11,540 円が

6,000 円）を活用したもので，いつもならどこも芋の子を洗うようにごった返しており、３
密の典型ですが、今回はソーシアルデスタンスが取られ、ケーブルもバスも駅もターミナル
もどこも空いていてゆっくりと味わえる快適でした。参加者はスキー協のＨ夫妻、一般の 2
名の方会員 6 名で計 10 名。【記； 寺山】

感 想

弥陀ヶ原では，チングルマ、オヤマリンドウ、タテヤマアザミなど可憐な花が咲
いていて、心をいやしてくれました。コースの外の
道路縁では、外来植物が生え係の人が摘み取りを
おこなっておられました。多くの人が入るためこ
うした日頃の手入
れで自然が守られ
ているのですね。天
気も良 く体が元気
になった一日でした。
【記；水島】
弥陀ヶ原ウオークに参加して
初めての参加でしたが皆さん和気あいあいと
されていて、楽しく過ごさせていただきありがとうございました。
アルペンルートは何度か訪れたことがありますが、いつ行っても自然の雄大
さに感動します。弥陀ヶ原では立山連峰を眺めながらゆっくりと散策し心癒さ
れ充実した一日でした。【記；仲西 雅子】

参加させていただきありがとうございました。
みなさんから、声をかけあって協力すること、状況に合わせて柔軟に対応していく知恵と工
夫、大らかな気持ちを持つことを教わりました。
普段テレビなどで見ている景色が、自分の体を使って体感することで、こんなにも新鮮に感
じられるのですね。
「わあー‼︎」
「すごい‼︎」と、子どものように何度も声が出てしまいました。
弥陀ヶ原で腕に蝶が止まったとき、自分の都合どおりにいかない自然と少し仲良くなれた
気がしました。
今回体験できたことを今後の生活にも活かしたいです。
【記;塩谷真代】

今後の予定
9 月 12 日

企画は毎月第 2 金曜日と第 3 日曜日を基本に計画します。
曜日

コース

土

常願寺川遡上

今号で案内

９月 23～24 日

水・木

北陸 3 県交流ウオーク内灘～高松

10 月９日

金

未定

10 月 18 日

日

来拝山

11 月 13 日

金

11 月 15 日

日

11 月 23 日

今号で案内
深海さん

未定

（月・祝） 寺家公園紅葉ウオーキング（観音巡
り）

12 月６日

日

1 月８日

金

午後

スポーツ連盟第 40 期定期総会
初詣

県東部で検討

※全国ウオーキング協議会第 7 回定期全国総会は、8 月 30 日に「書面全国総会」
として開催される予定です。

