
 

平成２５年６月２４日 

                                  東海旅客鉄道株式会社 

 

 

「さわやかウォーキング」の開催について 

 

 

 
ご好評いただいております「さわやかウォーキング」について、平成２５年７月から９月にかけ

て開催するコースが決定いたしましたのでお知らせいたします。 

今回は、環境省が選定した名水百選もしくは平成の名水百選をめぐる｢名水ウォーキング｣や暑さ

が和らぐ夕暮れ時を歩く「夕涼みウォーキング」、ご好評の京都地区でのさわやかウォーキング、世

界文化遺産に登録された「富士山」に関連するコースなど、それぞれに特色あるコースを３４コー

スご用意しておりますので是非ご参加ください。 

 

（１）開催期間 

平成２５年７月６日（土）から９月２９日（日）までの土・日・祝（一部を除く） 

 

（２）設定コース 

３４コース３４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。  

以下のコースについては、当日１１時からお問合せを承ります。 

［7/26 沼津駅、7/27 弁天島駅、8/3 焼津駅、8/24 下呂駅スタートのコース］ 

 

 ※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東海の駅にある専用パンフ  

レットでご案内いたします。また、当社のホームページ(http://jr-central.co.jp)内でも順次

ご案内してまいります。 



別紙

さわやかウォーキング（平成25年7月から9月開催分）　コース一覧

滋賀県 湖西線 湖北の湖上輸送の主役・丸子船と腹帯観音…長浜市西浅井地域大浦を歩く 一般向 新

静岡県 天竜浜名湖鉄道 遠江一宮駅 遠州森駅 あじさい・ききょうを愛でる森町名刹めぐり 一般向 既存

7月7日 日 静岡県 東海道線 草薙駅 清水駅 巴川の流れと清水七夕まつり 一般向 新

7月20日 土 静岡県 東海道線 「新幹線なるほど発見デー2013」と伊場遺跡を訪ねて 家族向 一部新

7月21日 日 静岡県 天竜浜名湖鉄道 都筑駅 三ヶ日駅 きらめく湖面を満喫　猪鼻湖眺望ウォーキング 一般向 既存

7月26日 金 静岡県 東海道線 狩野川「灯ろう流し」と海風夕涼みウォーキング 家族向 既存 ○

静岡県 東海道線 浜名湖弁天島　夕涼みウォーキング 家族向 既存 ○

京都府 東海道線 山科駅 南禅寺・観門亭 新幹線で行くさわやかウォーキング@京都　京都山科から琵琶湖疏水をめぐる 一般向 新

7月28日 日 滋賀県 東海道線 柏原駅 醒ケ井駅 ～名水爽涼～　伊吹山山麓　やいとの里「中山道柏原宿」と居醒の清水を訪ねて 家族向 新 ○

静岡県 東海道線 潮風の夕涼み　焼津浜通り「夏のあかり展」ウォーキング 家族向 既存 ○

静岡県 御殿場線 ～名水爽涼～　鮎壺の滝と柿田川公園と長泉わくわく祭りウォーク 一般向 既存 ○ ○

8月4日 日 愛知県 関西線 歴史と伝統が息づく町・蟹江、国指定重要無形民俗文化財・須成祭（朝祭）を訪ねて 家族向 一部新

8月10日 土 滋賀県 北陸線 長浜・近代化の足跡を体感…明治の文化に触れる「レトロかわいいまちあるき」 家族向 一部新

8月17日 土 静岡県 御殿場線 深良用水と深良の里ウォーキング 家族向 既存 ○

岐阜県 高山線 下呂駅 白鷺橋 下呂温泉夕涼みウォーク 家族向 既存 ○

山梨県 身延線 南甲府駅 サドヤ醸造 山梨葡萄物語２０１３　ぶどう狩りとお洒落なワイナリー 一般向 既存

8月25日 日 静岡県 東海道線 三島駅 商工会議所 ～名水爽涼～　「第16回街中がせせらぎウォークぶらり～」　爽街道～笑顔の花咲くまち　健幸三島～ 一般向/家族向 既存 ○ ○

8月31日 土 岐阜県 長良川鉄道 ～名水爽涼～　清流と湧水に恵まれた郡上八幡を巡って 一般向/家族向 既存 ○

富士山
※7

コースタイトル
※3

コース種別
※4

名水
※5

夕涼み
※6

7月6日 土
永原駅

日付 曜日 開催地区
※1 線区※2 スタート駅 ゴール駅等

郡上八幡駅

浜松駅

沼津駅

7月27日 土
弁天島駅

8月3日 土
下土狩駅

焼津駅

蟹江駅

長浜駅

岩波駅

8月24日 土



別紙

9月1日 日 滋賀県 近江鉄道 藤堂高虎公の出生地・甲良町を訪ねて 一般向 一部新

静岡県 東海道線 ＳＬ列車で行く奥大井森林浴ウォークともりのくに（もりのいずみ） 一般向 既存

岐阜県 高山線 東山遊歩道・城山公園と飛騨高山の「古い町並」を歩こう 一般向 既存

長野県 中央線 太古の浪漫「平出遺跡」　ぶどうとワインの産地「塩尻桔梗ヶ原」を巡る 一般向 既存

静岡県 天竜浜名湖鉄道 みっかび軽トラ市と文化財めぐり 一般向 既存

愛知県 東海道線 １３８タワーパークと河川環境楽園、初秋の木曽川堤を歩く 一般向 一部新

静岡県 御殿場線 駒門風穴と神社めぐりウォーキング 一般向 新 ○

9月15日 日 静岡県 東海道線 六合駅 島田駅 島田髷まつりと白岩寺・ばらの丘公園散策 一般向 新

9月16日 祝 静岡県 身延線 初秋の朝霧高原散策とあさぎりフードパークを訪ねて 一般向 既存 ○

9月21日 土 静岡県 御殿場線 メタセコイヤ並木と裾野パノラマロードのコスモスまつりと須山浅間神社ウォーク 一般向 一部新 ○

静岡県 東海道線 ビール工場内ビオトープとオータムフェストｉｎやいづ散策ウォーキング 家族向 新

愛知県 武豊線 南吉文学ゆかりの地と初秋の矢勝川堤を歩く 一般向 一部新

静岡県 東海道線 初秋の「愛鷹林道」から「水と緑の杜公園」散策 一般向 既存 ○

愛知県 あおなみ線 荒子川公園駅 リニア・鉄道館 秋の荒子川公園からリニア・鉄道館を目指して 一般向 既存

滋賀県 北陸線 虎姫駅 河毛駅 小谷城の戦い・・・浅井長政の居城・小谷城跡と織田軍の陣跡・虎御前山の麓を歩く 家族向 一部新

静岡県 伊豆急行 まだ見ぬ景色！細野高原海すすきウォーキング 一般向 新

※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。

　各地区のイベントや富士山、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。

※5 環境省が選定した『名水百選』若しくは『平成の名水百選』をめぐるコースです。

※6 暑さが和らいでくる夕方にスタートするコースです。スタート受付時間については、当社ホームページ（http://jr-central.co.jp）またはパンフレットをご覧ください。

※７ 世界文化遺産に登録された「富士山」周辺の施設をめぐるコースや「富士山」を眺望できるコースなど、「富士山」に関連するコースです。

詳しくはコースマップをご覧ください。コースマップは各コースの開催日の約1週間前から当社ホームページ（http://jr-central.co.jp）で公開いたします。

富士山
※7

コースタイトル
※3

コース種別
※4

名水
※5

夕涼み
※6

9月7日 土
金谷駅

高山駅

日付 曜日 開催地区
※1 線区※2 スタート駅 ゴール駅等

尼子駅

9月8日 日
塩尻駅

三ヶ日駅

9月14日 土
木曽川駅

富士岡駅

富士宮駅

裾野駅

9月22日 日
焼津駅

半田駅

9月28日 土
沼津駅

9月29日 日
伊豆稲取駅


	065 01 資）「さわやかウォーキング」の開催について - コピー.pdf
	065 02 別）「さわやかウォーキング」の開催について

