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１０月例会案内 

        大丸山（遊歩道）を歩く       

【日  時】10月 18日（日） 小雨実施 

【集合場所】地鉄南富山駅前 午前 9時 30分 

  ・県西部の方小杉薬勝寺池公園駐車場 ８時 50分 

  ・車のない方 申込時にその旨お知らせください。 

【コ ー ス】地鉄南富山駅 9:30→国立富山青年の自然の家 10:30→遊歩道（約

2時間）→自然の家 0:30→亀谷温泉→地鉄南富山 

【持 ち 物】昼食、嗜好品、飲み物、雨具、マスク 

【参 加 費】会員 200円 一般 500円 

【申込・問合】深海さんまで ☎ 076-428-0966 

【申し込み】10月 13日（火）～17日（木） 

【お 詫 び】礼拝山を大丸山（遊歩道）に変更します。） 

 

 

 

 



常願寺川遡上ウオーク ９月企画の感想と報告 

日時；９月１２日（土）晴れ 参加者５名 歩行時間 3 時間 

今回のウオーキング ご主人の介護でなかなか参加できない山本くららさんに

「会いたい」とのお思いで企画しました。 

水橋に住んでおられる貴女（くららさん）のすぐそばに常願寺川が流れてい

ます。左岸の土手を常願寺公園まで 16,000歩、くららさん 9,000歩歩きました。 

9 時水橋フィッシャリ―ナを４名でスタート、今川橋から川面を見ると水が澄

んでおり５０㎝位の魚

の群れが泳いでいまし

た。9 時 30 分頃旧 8 号

線沿い近くでご主人を

ディサービスに見送っ

た山本さんと合流。元

気な足取りでいつもと

変わらない明るい山本さんでした。土手には、イタドリ、エコの草、アザミな

どが咲き土手下の田んぼは稲刈りの真っ最中でした。 

しばらく山本さんと一緒に歩き、車の止めた所からまた先導車となって雄峰

橋、常盤橋そして常願寺公園へ行っていただき私達を歩いて迎えに来てもらい

ました。 

12 時やっと公園に着いた。さすがに秋、時々

吹く川風がさわやかでしたが、コンクリートの

道は疲れました。木陰で昼食。 

１２時 30分 右岸の道を山本さんの車で水

橋駅前の“世界一かわいい美術館”で横山大観、

小倉遊亀など 50点余りの絵画を鑑賞その後水

橋の町を案内していただき、またの再会を約束

しました。 くららさん ありがとう‼ 

【記;亀谷美智子】 
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北陸３県交流ウォーク in内灘・高松 

  「金は 1 年、土地は万年」の内灘闘争の地～   第１日目  

９月２３日 ○水13時 内灘町サイクリングターミナルに集合（福井 4人、石川 12人、
富山 5人） 

西尾雄次町会議員（国民民主党）・元教育長から「内灘闘争の概略説明」を受ける。
地元の「おかか」たちのプリミティブな反対運動が大きく、試射場撤去の後に軍事基
地を置かせないことにつながった、と。 

13時半 車 5台に分乗し、内灘海水浴場近くのショッピングセンターに駐車。 
内灘在住の荒俣澄江さんの道案

内で、 
米軍試射指揮所跡から歩き始める。
指揮所の建物が内灘海水浴場の横に
ひっそりと残っていました。着弾観
測所が見通せないかと階段を昇って
みたが 2階の上に登れないため無理
でした。 
～鉄板道路 （銃弾の重さで陥没

しないように砂浜に鉄板を敷いて道
路にしたのでこの名）を歩きアカシ
アロマンチックロードを通り 

 
 

河北潟放水路を通りサイクルターミナルに 16時過ぎ 
に戻る。歩行距離 6.1㎞ 9,300歩 約 3時間 30分 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内灘闘争とは……内灘町（当時 村）の砂丘地に米軍が試射場を設置したことから起
こった最初の全国的基地反対闘争。1952年（昭和 27年）
９月、政府は石川県に砂丘地の一時接収を申し入れたが、
県議会と内灘村議全員協議会は反対、政府は保証金を出す
など説得した。1953年 3月 18日から始まった試射は、５
月１日以降中止となった。しかし、６月２日政府は閣議で
内灘試射所の無期限使用を決意し、同月 15 日試射は再開
された。村民は『金は 1年、土地は万年』のスローガンを
掲げ、着弾地の後方 500メートルにある権現森を拠点に座
り込みを続け，試射を阻止しようとした。サンフランシス
コ講和条約以後の日米安保体制に危機感を持った学生、文
化人が全国から集まって支援し、地元の北陸鉄道労組が軍
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需物資輸送拒否のストライキをおこなった。この間に 4月 24日の参院選挙では基地誘
致派の現職国務大臣林家亀次郎が反対派の井
村徳治に敗れて落選、政治的にも全国に大きな
影響を与えた。しかし、1953年 11月地元の村
長リコール選挙で反対派の候補が敗れ、反対運
動は終息した。1956年試射は終了、翌年米軍は
撤収した。  
【「広辞苑」掲載 宮本憲一氏による解説】 
 第 2 日 ○木 9 時 権現森・着弾地観測場 
着弾地近くの“権現の森”は地元の「おかか」
たちの107日間のべ３万人に及ぶ座り込みをっ
たを行た行った現場です。 日程の都合で本日
となった。写真の後方のコンクリートの建物は、
米軍の着弾地観測所の建物。城端の監的壕（か

んてきごう）と同じ役割の施設との説明、先日富山ウオーキングクラブでもウオークし
ました。 

雪崩うつ戦争への時代に 

命がけで反戦を貫いた若き川柳人 鶴
つ る

彬
あきら

の出生地 高松をウオーク   
第 2日  

 

24 日○木９時 30 分 高松歴史公園で下車し「鶴彬句碑」を見学。 

高松口銭場跡について 能登街道

筋には通行税を徴収する口銭場がおかれ

ていました。その名残をしめす場所跡とし

て碑が建てられています。 

高松口銭場跡のある高松歴史公園は、芝生

や松林の美しい公園で、中心にはかほく市

高松出身の川柳作家･鶴彬(1909 ｰ 1938)

の句碑｢枯れ芝よ団結をして春を待つ｣があり、屋根のついた休憩所からは句碑を眺めることもできます。

毎年ここでは鶴彬の命日(9/14)に碑前祭がおこなわれているとのことです。 歴史公園は口銭場所跡の石碑

や鶴彬句碑などの文化遺跡だけではなく子どもの遊具もあり、のと里山海道をくぐれば 3 分で海水浴場に

も着き、家族でも楽しめます。 歴史公園から額神社に至る旧街道は、古い街並みの風景が残り美しく、春

には桜並木となり、散歩コースには最適でした。 もっと先に進むと鶴彬生誕地の碑があり、高松まちかど

交流館の 3 階には鶴彬資料室もあって、解説パネルや全国の鶴彬句碑の魚拓、鶴彬直筆の短冊などが展示

してあり、見ごたえがありました。 鶴彬は、日本が戦争に突き進んだ 80 年前、身の危険をかえりみず反

戦川柳を発表し獄死した人です。この旅であらためて平和について考えさせられました。 

荒俣さんの案内で旧能登街道筋をウォーク（30 分）。 

鶴彬の生誕家を経て最近分骨された浄専寺の句碑を訪ねる（約 30 分）、高松町まち

かど交流館の 3 階の鶴彬資料室を訪ねた。鶴彬の波乱の人生を解説したパネルや自筆の

川柳短冊など貴重な資料が展示されていました。29 年の短い生涯に 1000余の川柳、18

編の詩，94 の評論を残した。代表的な句に「手と足をもいだ丸太にしてかえし」「胎内

の動き知るころ骨がつき」「暁を抱いて闇にいる蕾」等。10 時半 駐車場から車で移動



し、11 時 高松運動公園駐車場からウォーク（約 40 分）。12 時前に駐車場戻り解散。

この日約 4,000 歩でした。 

コロナ禍のなか北陸 3 県交流を企画準備していただいた石川の皆さんありがとう。今回

のウオークを通じて改めて平和の貴さを感じることが出来ました。来年は富山で再会

を！ 参加記録にプラスアルファ 余録  

１、 富山の参加者は、林憲彦さん、甲かほるさん、水島美紀子さん、長谷川博さん、 

そして寺山でした。尚、甲、水島さんは日帰りでした。 

２、 ランチの行きは、津幡で“余市”、帰りは、福岡の“赤

丸ちゃん”でした。どちらもコロナ禍にもかかわらず、

順番待ちで、味もボリュウムも大盛況で大満足。 

３、 宿泊代については、あのＧoＴo トラベルで 2,500 円の

戻しがありました。 

４、 コロナ禍での交流会は、心配でしたが、林憲彦さんが交流マスクを作りました。 

５、 林憲彦さんのカンボジアウオークの記録のビデオを上映しました。 

 【記；寺山】 

今後の予定    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  

９月 23～24日 水・木 北陸 3県交流ウオーク内灘～高松 今号で感想

など記載 

10月９日 金 例会準備ができないので中止です。  

10月 18日 日 大丸山 来拝山から変更 深海さん 

11月 13日 

11月 15日 

 金 

 日 

 

未定  

11月 23日 （月・祝） 寺家公園紅葉ウオーキング（観音巡

り） 

スポーツ連

盟県連の合

同行事 

12月６日 日曜日 

午後 

スポーツ連盟第 40期定期総会  

1月８日 金 初詣 県東部で検討 寺山 

【お願い】ウオークキングの企画がなかなか決めれません。なので、

皆さんの行きたい所などの希望を募集します。 


