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東海旅客鉄道株式会社 

 

 

 

２０１３年春の「さわやかウォーキング」の開催について 

 

 

 
ＪＲ東海では、以下の期間で２０１３年春の「さわやかウォーキング」を開催します。 

今春は、桜やツツジなどの季節の花をお楽しみいただけるコースや文化財をめぐるコースなど、

それぞれに特色のあるコースを１０３コースご用意しましたので、是非奮ってご参加ください。 

 

 

（１）開催期間 

平成２５年３月２日（土）から６月３０日（日）までの土・日・祝日（一部除く） 

 

（２）設定コース 

１０３コース １０３回開催  

 

（３）開催のご案内等 

雨天等の場合は中止することがあります。開催の可否は、当日朝６時以降、ＪＲ東海テレ

フォンセンター（０５０－３７７２－３９１０ サービス番号２）にお問合せください。 

 

※各コースの概要については別紙をご参照ください。詳細は、ＪＲ東海の主な駅にある専用パン

フレットでご案内します。専用パンフレットは、２月１５日以降準備でき次第掲出します。

また、当社のホームページ（http://walking.jr-central.co.jp/index.html）でも本日以降

順次ご案内します。 



別紙

2013年春　さわやかウォーキング　コース一覧

愛知県 東海道線 二川駅 豊橋駅 向山緑地公園の「うめまつり」で春の訪れを感じよう 一般向 一部新

静岡県 東海道線 山の手寒桜と焼津市街眺望ウォーキング 一般向 新

静岡県 東海道線 函南駅 湯～トピアかんなみ かんなみ仏の里美術館と桜並木散策 一般向 既存

岐阜県 中央線 武並駅 岩村駅 早春の城下町を目指して　～いわむらのひなまつりと酒蔵開き～ 健脚向 一部新

3月9日 土 静岡県 天竜浜名湖鉄道 桜木駅 掛川駅 龍尾神社しだれ梅と掛川城下町めぐり 一般向 既存

3月10日 日 静岡県 伊豆急行 早春・河津町ウォーク 一般向 既存

静岡県 東海道線 初春の河城地区を歩くお茶づくしウォーク 一般向 新

愛知県 中央線 千種駅 鶴舞駅 みんなで歩こう　なごやみち　旅まつり　なごや2013 一般向 既存

3月17日 日 愛知県 東海道線 国の天然記念物「清田の大クス」と蒲郡市観光交流フェアを訪ねて 一般向 一部新

3月23日 土 愛知県 東海道線 三河安城駅 安城駅 新美南吉の過ごした安城『産業フェスティバル・安城グルメ』をめぐる旅 一般向 既存

3月24日 日 静岡県 天竜浜名湖鉄道 桜花舞う太田川堤防を往く　森の石松ウォーキング 一般向 既存

静岡県 東海道線 西焼津駅 藤枝駅 春爛慢　桜ウォーク＆史跡田中城下屋敷 一般向 一部新

静岡県 東海道線 潤井川から富士山を眺め曽我兄弟ゆかりの地を歩く 一般向 一部新

山梨県 身延線 日本さくら100選　身延山しだれ桜ウォーク 一般向 既存

静岡県 伊豆箱根鉄道 大仁駅 韮山駅 龍源院のしだれ桜と春風そよぐ狩野川めぐり 一般向 既存

※1 　開催地区は、スタート駅の所在地（府県）を記載しています。

※2 　線区は、スタート駅の線区を記載しています。

※3 　コースタイトル、コースの内容等は変更になる場合があります。

　各地区のイベント、季節の花などは気象状況等により、ご覧いただけない場合があります。

　列車・バス・船等の交通費やコース途中で入る施設の入場料等の実費は各自でお支払いください。

　ウォーキング中の負傷や参加者が他に与えた損害等については、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

※4 　【家族向】は、距離が短い（8ｋｍ未満）か、比較的平坦で標高差及び起伏も少なく、ご家族でお楽しみいただけるコースです。　　

　【一般向】は、距離が8ｋｍ以上15ｋｍ未満で、比較的平坦で標高差及び起伏も少ないコースか、距離が8ｋｍ未満でも多少の起伏があるコースです。

　【健脚向】は、距離が長い（15ｋｍ以上）か、標高差があり起伏に富んだコースです。

コースタイトル※3 コース種別※4

3月2日 土
焼津駅

3月3日 日

日付 曜日 開催地区
※1

線区
※2 スタート駅 ゴール

3月30日 土
富士駅

3月31日 日
身延駅

河津駅

3月16日 土
菊川駅

蒲郡駅

遠州森駅
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4月2日 火 愛知県 あおなみ線 荒子川公園駅 リニア・鉄道館 桜の名所　荒子川公園からリニア・鉄道館を目指して 一般向 既存

静岡県 東海道線 西焼津駅 焼津駅 初春の焼津桜並木と大覚寺千手観音参拝ウォーク 一般向 一部新

愛知県 中央線 神領駅 春日井駅 春の落合公園　春日井市制70周年記念サボテンフェア 一般向 既存

三重県 関西線 四日市旧港再発見とエキサイト四日市バザール 家族向 一部新

神奈川県 御殿場線 山北の桜と洒水の滝をめぐる 家族向 新

岐阜県 長良川鉄道 長良川河畔と桜の小倉公園を訪ねて 一般向 一部新

岐阜県 東海道線 春の芭蕉祭と水都大垣の湧水めぐり 一般向 既存

愛知県 東海道線 山蔭神道の本宮「貴嶺宮」と幸田しだれ桜まつり 一般向 既存

静岡県 東海道線 沼津駅 原地区センター 春爛漫　千本浜「松の中径」から白隠さくら街道散策 一般向 既存

三重県 参宮線 鳥羽湾を望む展望台と九鬼水軍鳥羽城跡を訪ねて 一般向 既存

静岡県 身延線 内房さくら・たけのこまつりをたずねて 一般向 一部新

静岡県 東海道線 清水駅 エスパルスドリームプラザ ちびまる子ちゃんのふるさと清水めぐりウォーキング 一般向/一般向 一部新

愛知県 中央線 高蔵寺駅 中水野駅 シダレザクラまつりのフルーツパークと東谷山散策 一般向 一部新

三重県 関西線 春爛漫の旧東海道と鈴鹿川河畔を巡る 一般向 一部新

愛知県 飯田線 牛久保駅 豊川駅 佐奈川沿いに咲き誇る桜と菜の花につつまれて 一般向 一部新

静岡県 御殿場線 裾野駅 岩波駅 日本 長ミニSL庭園と富士山眺望パノラマロード 一般向 新

岐阜県 中央線 「美濃焼の街」多治見の春まつりを訪ねて 一般向 既存

静岡県 御殿場線 平和公園から見る富士山と御殿場桜まつりウォーキング 家族向 一部新

静岡県 伊豆箱根鉄道 伊豆の国江間いちごウォーク 一般向 既存

滋賀県 東海道線 米原駅 鉄道総合研究所 さくらとミツバツツジ咲く古刹と鉄道の町・米原をめぐる 一般向 新

静岡県 東海道線 徳川家康と浜松城出世物語を歩こう 一般向 一部新

静岡県 東海道線 興津駅 由比駅 春の薩埵峠からみる残雪の富士山ウォーク 家族向 既存

愛知県 武豊線 東浦駅 緒川駅 知多の文化財・史跡と徳川家康の生母・於大のふるさとを訪ねて 一般向 既存

長野県 飯田線 伊那北駅 伊那市駅 「パノラマ伊那市」道すがらに出会う桜名所ウォーク 一般向 一部新

愛知県 東海道線 愛知御津駅 豊橋駅 三河湾を望む「ミニ日本列島」と酒造見学で春満喫 一般向 新

静岡県 東海道線 新緑の牧之原金谷峠と旧東海道金谷路を訪ねて 一般向 既存

長野県 中央線 中山道　妻籠宿と「なぎそミツバツツジまつり」散策 一般向 既存

静岡県 天竜浜名湖鉄道 大森駅 知波田駅 春の湖西路とトキワマンサクウォーキング 一般向 既存

愛知県 東海道線 あいち健康の森公園散策と大倉公園つつじまつり 一般向 一部新

山梨県 身延線 南甲府駅 サドヤ醸造 春の山の都甲府散策　芸術の森公園とお洒落なワイナリー 一般向 既存

愛知県 東海道線 三河三谷駅 蒲郡駅 頂にそびえる子安弘法大師とつつじまつりを巡る 健脚向 一部新

静岡県 東海道線 熊野の長藤と香り・芸術・文化のまちを訪ねて 家族向 既存

三重県 関西線 旧東海道たべあるきウォーキング 一般向 一部新

静岡県 東海道線 若王子古墳群からの眺望＆蓮華寺池公園藤まつりウォーキング 健脚向/一般向 一部新

長野県 中央線 奈良井駅 薮原駅 中山道　鳥居峠越え 健脚向 既存

コースタイトル※3 コース種別※4

4月6日 土 四日市駅

山北駅

美濃市駅

日付 曜日 開催地区
※1

線区
※2 スタート駅 ゴール

4月13日 土 亀山駅

4月14日 日

多治見駅

御殿場駅

伊豆長岡駅

4月7日 日

大垣駅

幸田駅

鳥羽駅

富士宮駅

4月27日 土
大府駅

4月28日 日 豊田町駅

桑名駅

4月20日 土

浜松駅

4月21日 日
金谷駅

南木曽駅

4月29日 祝
藤枝駅
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岐阜県 東海道線 廃駅（新垂井駅）と新緑の明神湖ダム、子供歌舞伎の垂井曳やま祭りを訪ねて 一般向 一部新

愛知県 東海道線 東刈谷駅 刈谷駅 刈谷市美術館開館30周年記念展と大名行列山車祭「奴のねり」 一般向 既存

静岡県 身延線 入山瀬駅 富士宮駅 ～世界お茶まつり2013～風薫る富士山とたかはらお茶街道まつり、勘助ゆかりの地を訪ねて 一般向 新

岐阜県 中央線 窯元をめぐる定林寺まつりと高山城址を散策 一般向 既存

愛知県 武豊線 半田駅 亀崎駅 蔵のまち半田と亀崎潮干祭を歩く 一般向 一部新

5月5日 祝 滋賀県 北陸線 高月駅 木ノ本駅 高時川河川敷を泳ぐこいのぼりと北国街道木之本宿を散策 家族向 一部新

5月6日 振替休 静岡県 伊豆急行 伊東温泉・小室山に敷かれた絶景！絨毯つつじ 一般向/家族向 既存

山梨県 身延線 信玄の隠し湯下部温泉満喫ウォーク 一般向 既存

岐阜県 養老鉄道 美濃本郷駅 美濃赤坂駅 大津谷公園と池田温泉・道の駅を訪ねて 一般向 既存

静岡県 東海道線 長谷川家長屋門と島田ばらの丘公園散策及び静居寺を訪ねて 一般向 一部新

岐阜県 高山線 白川茶とクオーレふれあいの里を訪ねて 一般向 既存

静岡県 東海道線 静岡駅 東静岡駅 初夏の谷津山、護国神社と「トレインフェスタ」ウォーク 家族向 一部新

岐阜県 中央線 恵那の遺跡めぐりとお田植えまつり 一般向 新

静岡県 飯田線 大嵐駅 鶯巣梅の里ふれあい館 静岡・愛知・長野　3境ウォーキング 一般向 既存

静岡県 御殿場線 岩波駅 裾野駅 富士山眺望と裾野五竜まつりと史跡めぐり 一般向 既存

京都府 山陰線 嵯峨嵐山駅 中之島公園 新幹線で行くさわやかウォーキング@京都　青もみじと竹林の嵯峨嵐山をめぐる 一般向 新

愛知県 東海道線 二川駅 赤岩口電停 新緑の豊橋自然歩道と「葦毛湿原」を歩く 一般向 既存

静岡県 東海道線 沼津駅 仲見世商店街 御用邸記念公園と牛臥山公園（ひょうたん島）を散策して 一般向 既存

岐阜県 高山線 下呂駅 JA農協直売所 新緑の下呂、さつきと芝桜の農村景観を訪ねて 一般向 新

静岡県 天竜浜名湖鉄道 西気賀駅 気賀駅 初夏の奥浜名湖満喫ウォーキング 家族向 既存

静岡県 東海道線 再発見港町清水とフラワーショー＆インポートバザール２０１３ 一般向 一部新

長野県 中央線 須原駅 野尻駅 近代化産業遺産『大桑発電所』と野尻鉄橋を巡る 一般向 新

岐阜県 高山線 美濃太田駅 鵜沼駅 ロマンチック街道で結ぶ旧中山道宿場町を訪ねて 一般向 既存

静岡県 御殿場線 春の富士山と幻の滝散策 健脚向 既存

静岡県 東海道線 島田駅 金谷駅 蓬萊橋ぼんぼり祭りと牧の原大茶園ウォーク 一般向 既存

岐阜県 中央線 古代から現代・田園の日吉街道と土岐源氏に思いを寄せて 一般向 既存

滋賀県 北陸線 七本槍賤ヶ岳と余呉湖・北国街道木之本宿を訪ねて 一般向 新

静岡県 伊豆箱根鉄道 近代化産業遺産　韮山反射炉ウォーキング 一般向 既存

コース種別※4

5月3日 祝

垂井駅

5月4日 祝
土岐市駅

日付 曜日 開催地区
※1

線区
※2 スタート駅 ゴール

川奈駅

5月11日 土
下部温泉駅

5月12日 日
島田駅

白川口駅

コースタイトル※3

5月18日 土

恵那駅

5月19日 日

5月25日 土

清水駅

御殿場駅

5月26日 日
瑞浪駅

木ノ本駅

伊豆長岡駅
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静岡県 東海道線 さわやかな風薫る興津川と小島史跡めぐり 一般向 一部新

岐阜県 太多線 春のバラまつりと明智城址を訪ねて 一般向 既存

長野県 飯田線 中井侍駅 平岡駅 秘境駅中井侍から新緑の山道散策と天龍村を訪ねて 一般向 既存

滋賀県 東海道線 薔薇の小径を抜け、梅花藻がたゆたう清流の里・醒井を巡る 一般向 既存

岐阜県 中央線 恵那駅 中津川駅 中山道　大井宿から中津川宿を訪ねて 一般向 新

静岡県 天竜浜名湖鉄道 原谷駅 遠州森駅 加茂花菖蒲園と初夏の森町散策 一般向 既存

愛知県 東海道線 稲沢の名勝　国府宮神社と、あじさい寺・性海寺を訪ねて 一般向 一部新

静岡県 東海道線 火の神様可睡斎と可睡ゆりの園ウォーキング 一般向 既存

長野県 中央線 木曽の名所　小野の滝と寝覚の床を巡る 一般向 既存

静岡県 東海道線 ＳＬ列車で行く大井川塩郷大吊橋とくのわき親水公園を訪ねて 一般向 既存

長野県 中央線 奈良井駅 木曽平沢駅 中山道　奈良井宿場祭と木曽漆器祭めぐり 一般向 既存

岐阜県 高山線 県立自然公園「宇津江四十八滝」とクリンソウの花 家族向 既存

愛知県 関西線 佐屋川創郷公園と“まちの駅”を訪ねて 一般向 新

静岡県 東海道線 舞阪の潮風と史跡を訪ねて 一般向 一部新

滋賀県 北陸線 余呉駅 木ノ本駅 黒田家発祥の地と余呉湖のアジサイをめぐる 一般向 一部新

愛知県 中央線 金山駅 荒子川公園駅 初夏の堀川と荒子川公園のラベンダー園を訪ねて 一般向 一部新

山梨県 身延線 甲斐源氏発祥の地と市川團十郎の里を訪ねて 一般向 新

愛知県 東海道線 三河塩津駅 蒲郡駅 蒲郡の癒しスポット　巨岩を祀る岩上神社と形原温泉あじさいの里を訪ねて 健脚向 一部新

山梨県 身延線 うつぶな公園　あじさいまつりウォーキング 家族向 既存

岐阜県 高山線 下呂温泉、足湯めぐりと合掌村を訪ねて 家族向 一部新

静岡県 御殿場線 小山町・湯舟あじさいと豊門公園散策 一般向 既存

静岡県 東海道線 歴史のまち掛川 緑の精神回廊と山之辺を訪ねて 一般向 新

三重県 伊勢鉄道 河芸駅 津駅 伊勢上野城跡・円光寺と高田本山専修寺をたずねて 一般向 新

愛知県 東海道線 枇杷島駅 名古屋駅 初夏の風を受け新緑映える名古屋城へ 一般向 一部新

静岡県 遠州鉄道 西鹿島駅 天竜二俣駅 天竜川と本田宗一郎ゆかりの地めぐり 一般向 一部新

コースタイトル※3 コース種別※4

6月1日 土

興津駅

可児駅

日付 曜日 開催地区
※1

線区
※2 スタート駅

6月2日 日

醒ヶ井駅

6月8日 土

稲沢駅

袋井駅

上松駅

ゴール

6月16日 日
市川大門駅

6月22日 土
内船駅

6月9日 日

金谷駅

飛騨古川駅

蟹江駅

6月15日 土
弁天島駅

6月30日 日

6月23日 日
下呂駅

駿河小山駅

6月29日 土
掛川駅
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