2022 年度 福岡県ウォーキング協議会例会案内
２０２２年６月～２０２３年５月
例会日と目的地
【６月例会】と総会
６月１２日(日)
城山登山と総会

集合と参加費
参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
（保険料等含む）

【７月例会】
参加費 会員 500 円
７月３１日(日)
一般 1,000 円
篠栗セラピーと“若杉の湯”
（保険料等含む）

【８月例会】
参加費 会員 500 円
８月２７・２８日(土日)
一般 1,000 円
九州オルレ
（保険料等含む）
「別府コースと鶴見岳登山」
【９月例会】
参加費 会員 500 円
９月２５日(日)
一般 1,000 円
唐津・史跡巡り
(保険料等含む)

コース内容
〔集合〕JR 赤間駅 10:00 ◆10:10 出発～10:40 三郎丸登山口～11:20 城山頂上～昼食～
12:10 下山～12:40 教育大登山口～13:20 赤間西コミュニティセンター着（雨具・弁当持参）
≪赤間西コミュニティーセンター13:30～福岡県ウォーキング協議会第 12 回総会≫
〔集合〕JR 門松駅 10:00 ◆10:10 出発～10:45 篠栗九大の森北口駐車場～1 周２㎞～南口駐車
場 12:00 出発～12:40 オアシス篠栗着
①「てくてくコース」は 13:00 発の巡回バス(無料)に乗車、13:14「若杉消防車庫前」で下車し
て、1.3Km 歩いて若杉の湯へ
②「健脚コース」はオアシス篠栗から３Km４０分歩いて若杉の湯へ。昼食入浴後 15:00 解散
〔集合〕２７日(土) 12:30 志高湖レストハウス
◆志高湖畔バス停～見晴らし展望台
～合棚のお地蔵様～愛宕神社～神楽女湖～志高湖【行程１１ｋｍ】
・・・別府温泉（泊）
２８日(日)鶴見岳(標高 1,375m)登山【片道約２時間】
〔集合〕JR 唐津駅 10:00 ◆10:15 出発～唐津市内～唐津城～虹の松原～昼食（レストラン）～
JR 唐津駅 14:00 解散

【１０月例会】
１０月２３日(日)
若松散策と高塔山

参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
(保険料等含む)

〔集合〕JR 若松駅 10:00 ◆10:15 出発～河泊洞～恵比寿神社～渡船場～旧古河鉱業ビル～
旧ごんぞう小屋～弁財天上陸場～火野葦平資料館～12:00 高塔山～昼食～JR 若松駅 14:30 解散
【行程約９ｋｍ】

【１１月例会】
１１月１３(日)
糸島スイーツ巡り

参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
（保険料等含む）

〔集合〕ＪR 筑前前原駅 10:00 ◆駅発（昭和バス乗車）＝桜井神社（下車）～二見が浦～野北
海岸～昼食（レストラン）～JR 筑前前原駅 15:00 解散

【１２月例会】
１２月１０・１１日(土日)
長崎街道を歩くパート９
（佐賀宿～塚崎宿）

参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
（保険料等含む）

〔集合〕１０日(土) JR 佐賀駅 10:00 ◆佐賀宿～牛津宿～小田宿（泊）
【行程１５ｋｍ】
１１日(日)
◆小田宿～北方宿～JR 北方駅 14:00 解散【行程１０ｋｍ】

例会日と目的地
【２０２３年１月例会】
1 月２９日(日)
博多戦跡巡り

集合と参加費
参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
（保険料等含む）

【２月例会】
２月２６日(日)
金毘羅公園
【３月例会】
３月２６日(日)
秋月（桜見）

参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
（保険料等含む）
参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
(保険料等含む)

コース内容
〔集合〕JR 吉塚駅 10:00 ◆10:00 出発～江浜明徳～動物園の門（馬出小学校）～10:20 称名寺
（大仏）～10:40 五人衆の墓～11:10 博多小学校～11:30 博多港引揚記念碑～11:45 老舗額縁店
に残る防空壕（立石額縁店）～12:00 西門蒲鉾店～疎開道路～12:15 聖福寺～12:40 冷泉公園～
昼食～13:50 出発～14:00 博多座～川端商店街（ぜんざい）～キャナルシティ博多～15:00 博多
駅で解散【行程、９ｋｍ、平坦な道】
〔集合〕JR スペースワールド駅 10:00 ◆10:15 出発～洞海湾遊歩道～都島展望公園～
12:00 金毘羅公園～昼食～13:00 出発～夜宮公園～飛幡八幡宮～JR 戸畑駅 15:00 解散
【行程１２kｍ】
〔集合〕甘鉄甘木駅前（バス）11 時 16 分発、秋月 11 時 34 分着 満開の秋月城址の桜を期待、
小京都を散策。ウォーク組は秋月街道→大己貴神社→甘鉄甘木駅 14:30 着【行程９ｋｍ】
秋月からの路線バスは 1 時間に 1 本あります（昼食持参）

【４月例会】
４月２３日(日)
海の中道公園を歩く

参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
(保険料等含む)

〔集合〕公園入口正面ゲート 10:00 ※JR 海の中道駅下車（香椎駅乗換）※駐車場は 9:30 開門
◆10:15 出発～公園内７㌔～昼食～JR 海の中道 14:00 解散
（入園料が必要、大人 500 円・高校生 400 円・小中生 300 円、昼食持参）

【５月例会】
５月２８日(日)
宗像大島ウォーク

参加費 会員 500 円
一般 1,000 円
(保険料等含む)

〔集合〕神湊港渡船ターミナル 9:00 ◆9:25 出港＝9:50 大島港ターミナル着～10:30 御嶽山
展望台～12:15 風車展望所・砲台跡～12:50 沖津宮遥拝所～昼食～13:20 出発～14:40 大島港タ
ーミナル着～14:40 大島港ターミナル出発＝14:55 神湊港渡船ターミナル着【行程 11.4ｋｍ】

会員募集中！一緒に歩きましょう！!

福岡県ウォーキング協議会

新日本スポーツ連盟の全国ウォーキング協議会に加盟して活動しています。目的地等は皆の意見で決めて月例会をしています。
個人・ﾌｧﾐﾘｰ(2 人以上)・団体(3 人以上)で加入できます。全国ウォーキング協議会の行事や海外ツアーにも参加しています。
■入会金 ５００円（例会に参加して会員になる場合は入会金不要です。
）
■年会費 個人 2,400 円(月額 200 円)、ﾌｧﾐﾘｰ 3,600 円(月額 300 円)、団体 4,800 円(月額 400 円) ※中途入会は月割で計算します。
【保険について】新日本スポーツ連盟の傷害見舞金制度に加入して活動しています。
加入金は一行事 2 日間まで 70 円です。給付金は入院見舞金 3,000 円、通院見舞金 2,000 円で 1 日目から見舞金支払いの対象になります
《問い合わせ》①新日本スポーツ福岡県連盟 TEL/FAX 092‐934‐0853〈担当〉神田（携帯 090-9498-2485）
〒811-2121 糟屋郡宇美町平和 1－3－11 神田 孝気付
e-mail njsf_fukuokaken40@lib.bbiq.jp
②福岡県連盟北九州事務所 TEL/FAX 093‐662‐9278〈担当〉西村（携帯 090-7455-1853）
〒805-0067 北九州市八幡東区祇園 4－5－16
e-mail krc-fn@jcom.home.ne.jp

