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下部コース(44km)・身延コース(35km)・内船

コース(25km) 

 

お 
 

 

 

このウオークは、歩く機会の少ない商店街の皆さんにウオーキング

の楽しさを味わって頂こうと企画しました。 会員参加も可です。 
日時   ５月３日 (水)   〆切 ４月２9日(土) 

集合  富士宮駅北口団体ホーム ７：４５ 

参加費  会員 ２，５００円  一般 ３，０００円 

申 込  参加費を添えて富士宮歩こう会事務所へ 

      富士宮市大宮町１５－１ 電話0544-22-7373 

持ち物  お弁当・飲み物、雨具等 

雨 天  決行  雨もまた自然です。 

帰 着  予定 １６：００頃 

距 離  ゆったりコースのみ １２Kｍ 難度Ⅰ 

実 施 日     ７月２３日(日) 

申込期限     ７月１８日(火) 

参 加 費     ４，５００円 

集合場所     富士宮駅南口 

集合時間     ５：００ 

帰着予定       １８：００頃 

距離・難度    ふつうコース １４ｋ・Ⅱ 

平成18年完歩者 

  氏  名 着時間   氏  名 着時間   氏  名 着時間 

1 鈴木   旭 14:45 16 宍戸  祐悌 16:48 31 榑林   勝 17:45 

2 

岡田  収治 14:49 17 市川  恒利 16:50 32 辻村   猛 17:57 

3 小野  一明 14:49 18 村松  孝之 17:00 32 辻村  裕子 17:57 

4 

菅原  新市 

14:58 

19 木ノ内由美子 17:07 34 深沢  町子 18:06 

5 石川  清治 15:30 20 若林  京子 17:15 35 高柳  久恵 18:14 

6 原田  成信 15:48 21 天野  敏明 17:16 35 渡辺   恵 18:14 

7 近藤  勝巳 15:52 22 田村  昭彦 17:24 37 北條  重男 18:16 

8 園田   勝 15:53 23 山口 とし子 17:25 37 野田  博子 18:16 

9 稲葉   実 16:00 23 望月  和子 17:25 37 小川  勝義 18:16 

10 中山  勝俊 16:25 25 塩川   厚 17:28 37 宇佐美 武幸 18:16 

11 若月   博 16:35 26 村松 幾代美 17:36 37 増田  敏幸 18:16 

12 輿水  律雄 16:42 26 久保田みゆき 17:36 37 増田  春恵 18:16 

13 吉池  勝子 16:45 28 村松  好彦 17:40 37 櫻井   守 18:16 

13 板垣  國雄 16:45 29 出    修 17:42 37 櫻井  和代 18:16 

15 厚木  敏男 16:47 29 出    充 17:42       

         ゆったりコース１２ｋ・Ⅰ 

コ―ス紹介 

   

  

 

 

                                                   

 

２０１４―２ 
〒418-0066 富士宮市大宮町 15－1 

富士宮歩こう会 
TEL＆FAX 0544-22-7373 

http://arukoukai.jp 

 

   

   

 
 

 

 

 

行程 

往路（バス）    

富士宮駅南口 ⇒ 新富士ＩＣ ⇒ 遠州森町ＰＡ ⇒ 浜松・浜北ＩＣ ⇒ 天浜線岩水寺駅 

（ウォーク） 

  普通コース     岩水寺駅・・・西鹿島駅・・・天竜二俣駅・・・豊岡梅園（昼食） 

       （午後） 豊岡梅園・・・豊岡東公民館・・・新東名一宮高架下（ゴール） 

  ゆったりコース   午前中は普通コースと同じ、豊岡梅園（昼食） 

午後は豊岡梅園か豊岡東公民館の希望場所よりゴールまでバス移動  

復路（バス）    

新東名一宮高架下 ⇒ 小国神社 ⇒ 森・掛川ＩＣ ⇒ 新富士ＩＣ ⇒ 富士宮駅南口 

★実 施 日： 2月１６日（日） 

★申込期限： 2月１２日（火） 

★集合時間： ７：００ 

★集合場所： 富士宮駅南口 

★参 加 費： ４,０００円 

      （豊岡梅園入園料込） 

★難   度： Ⅰ 

★歩行距離 普通コース １９ｋｍ 

     ゆったりコース １０ｋｍ 

★帰着予定： １７：４０頃 

  

コース紹介  

 第４ステージは、天竜川を渡り豊岡梅園で昼食、午後は天浜線から離れて山側を歩き新東名遠州森町PA近くでゴールとなります。 

 距離は午前は１０ｋｍ、午後は９ｋｍと少し長いですが、天竜川の流れを眺めたり天竜二俣駅の国の有形文化財登録施設を見たり、 

 豊岡梅園では梅見もできます。天浜線に沿って歩く住宅街や川沿いの道、田畑の中の道そして、山の中の道と変化に富んだコースです。 

 ウオーク終了後は小国神社に寄ります。 

天浜線・姫街道ウォーク（第四ステージ） 

 

 

 

 

 

小国神社 (帰路の見学地) 

小國神社は静岡県の西部、遠州地方の森町一宮、奥宮でもあ

る本宮山の山麓より湧きいずる宮川のほとりに鎮座しており

ます。 

ご祭神は大己貴命（おおなむちのみこと）、神話「因幡の白う

さぎ」のうさぎを助けられた心のやさしい大国様をお祭りし

ている神社です。 1,400 年余の歴史を有し、徳川家康をは

じめ、多くの武将からの信仰を賜り、遠江國一宮として皆様

から崇敬され親しまれております。 

参拝された方もいるかもしれませんが、秋には紅葉が見事で

県内外から多くの参拝客で賑わいます。 
 

 

国の有形文化財：天竜二俣駅 
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