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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 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 
 

２０１４-４ 
〒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 ⇒ 藤枝PA（WC） ⇒ 金谷・吉田 IC ⇒ 家山駅 

 （ウォーク） 

    家山駅・・・野守の池・・・家山桜のトンネル・・・道の駅・川根温泉（昼食） 

     ※ゆったりコースは川根温泉で自由行動（温泉入浴料510円・休憩室利用は無料） 

    昼食後、バス移動にて ⇒ 駿河徳山駅・・・徳山の枝垂桜・・・駿河徳山駅 

復路（バス） 

    駿河徳山駅 ⇒ 道の駅・川根温泉（ゆったりコース参加者乗車）⇒ 金谷・吉田 IC 

    ⇒ 清水PA ⇒ 新富士 IC ⇒ 富士宮駅南口 

★実 施 日： 4月6日(日) 

★申込期限： 4月1日(火) 

★集合時間： ７：００ 

★集合場所： 富士宮駅南口 

★参 加 費： 3,500円 

★難  度： Ⅰ 

★歩行距離：普通コース １２km 

    ゆったりコース  ８km 

★帰着予定： １７：2０ごろ 

  ※温泉入浴料は個人負担です。 

コース紹介 

桜の名所、家山の桜トンネルを歩きます。家山周辺を散策後、桜トンネルを堪能していただきます。会場には地元産品の特売所もありますの 

で楽しみにしてください。その後、大井川沿線の桜を見ながら道の駅・川根温泉まで歩き昼食となります。ゆったりコースは川根温泉で自由 

行動となりますので温泉入浴（有料）・足湯（無料）をお楽しみください。（集合時間・集合場所は役員がお知らせします。）普通コースはその 

後バスにて１３km離れた駿河徳山駅まで移動し、最近売り出した徳山の枝垂桜も堪能していただきます。帰路は駿河徳山駅よりバス移動で 

道の駅・川根温泉（ゆったりコース参加者バス乗車）経由、新東名に入ります。最後の休憩は初めての利用となる清水PAです。 

 ※コース概略図は２面に掲載してあります。 

 

★実 施 日： ４月２７日（日） 

★申込期限： ４月２２日（火） 

★集合時間： 7：３０ 

★集合場所： 富士宮駅南口 

★参 加 費： 3,７00円 

★難  度： Ⅰ 

★歩行距離：普通コース 1７km 

    ゆったりコース 10km 

★帰着予定： １８：００ごろ 

コース紹介 

新東名の遠州森町ＰＡから歩き始めます。農道を中心に１時間ほど歩いた後、遠州森駅から２区間、天浜線に乗車して原田駅まで行きます。 

皆さんの希望をとりいれた初めての試みです。１両列車に全員乗り込みますので多少の窮屈はご容赦ください。その後は原野谷川の土手をの 

んびり歩いて「いこいの広場」で昼食です。ゆったりの方はここから掛川城までバスで行き、城や城下町の散策を楽しんでいただきます。普 

通コースは昼食後、町中を掛川城まで歩き、ゆったりの人と合流して掛川駅に向かい、天浜線・姫街道ウォークの終焉を迎えます。掛川駅で 

は全５回参加された方の表彰式を行います。帰りはトイレ休憩を兼ねて焼津さかなセンターに寄る予定です。 

 ※コース概略図は２面に掲載してあります。 

 

 
最  終 

行程 

往路（バス） 

    富士宮駅南口 ⇒ 新富士 IC ⇒ 遠州森町PA（WC・体操） 

 （ウォーク） 

    遠州森町PA・・・遠州森町駅(WC) ＝（天浜線乗車）＝ 原田駅・・・ 

    いこいの広場(昼食・WC)・・・掛川城・・・掛川駅 

復路（バス） 

    掛川駅 ⇒ 東名掛川 IC ⇒ 焼津 IC ⇒ 焼津さかなセンター（WC）⇒ 

    焼津 IC ⇒ 清水JCより新東名へ ⇒ 新富士 IC ⇒ 富士宮駅南口 

 


