
 

 

 

 

 

 

 石川県の「まん延防止等重点措置」は 3 月 21 日で解除されたものの、依然と

して感染者数の高止まりが続いています。そんな中ですが、社会経済活動回復

へ向けての歩みも着実に始まっており、私たちも、今年こそは 3 年ぶりに「第

19 回加賀百万石ツーデーウオーク」を開催したいと強く念じています。 

 ◎会場は金沢駅西口広場に変更 

【開催日】2022 年 6 月 4 日（土）5 日（日） 

【会場】JR 金沢駅西口イベント広場（従来の東口もて

なしドーム地下広場から変更） 

【コース】おんな川コース、おとこ川コース、歩育コー

ス（歩育の会場は金沢城公園） 

【参加費】一般 1,500 円、会員 1,000 円、歩育 500 円 

 

【申込締め切り】5 月

30 日（月） 

※本番コースの下見を

兼ねたプレ大会（特別

例会）を 4 月 16 日（土）17 日（日）に開催します。両日とも金

沢駅西口を 8：30スタートです。ふるってご参加ください。 

 

 

◎国史跡の 4遺跡を探訪（3月例会） 

◇開催日 3 月 27 日（日）◇天気 曇り◇参加人数 

88 人（うち会員 75 人）◇コース 野々市駅→御経塚

遺跡→チカモリ遺跡→市埋文センター→上荒屋遺跡

→横江荘遺跡→イオンモール白山→野々市駅（10 キロ） 

 野々市、金沢、白山の

市境には 4 つの国指定

史跡が集中しています。

環状木柱列で全国に知

られたチカモリ遺跡な

ど、いずれも史跡公園

として整備されており、参加者は古里の古代の歴史に

思いを馳せました。 

◎参勤ウオーク 20日目 3カ月ぶりに再開 

◇開催日 3 月 30 日（水）◇天気 晴れ◇参加人数 

42 人（うち会員 37

人）◇20 日目コース 

中山道本庄宿→深谷

宿→熊谷宿（25 キロ） 

 当初は 1 月 19 日の

予定だったのが「まん

延防止」の再延長で 2 カ月以上ずれ込みました。その

おかげで、現地の桜は満開、土手には菜の花が咲き乱

れ、陽春の中山道武州路を楽しく歩けました。 

◎春らんまんのお花見ウオーク（4月例会） 

◇開催日 4 月 3 日（日）◇天気 晴れ◇参加人数 

115 人（うち会員 79 人）◇コース 金沢南運動公園→

陸上競技場→伏見川→万願寺川→高橋川→高尾緑道

→バラ園（10 キロ） 

 満開には 3 日ほど届きませんでしたが、川沿いの遊

歩道はピンクのトンネルに覆われ、コロナ禍で沈みが

ちな参加者の気持ちを明るく包んでくれました。陸上

競技場の大きな桜の下で記念撮影しました。 

※2月例会は中止に 

 2 月 27 日（日）に予定していた 2 月例会「金沢の石

造物探訪パート 1」は、石川県に発令されていた「ま

ん延防止等重点措置」が 3 月まで延長されたため中止

しました。別の機会に改めて実施したいと思います。 
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特定非営利活動法人 石川県ウオーキング協会 会報 

●加賀百万石ツーデーウオーク 3年ぶりの開催めざす 

●石川県ウオーキング協会の活動記録（2022年 2月～4月） 

 



 

 

【参勤ウオーク最終回】（特別例会） 

○5月 10日（火）JR大宮駅 8：50 スタート→中山道

浦和宿→蕨宿→浮間舟渡駅 16 キロ 

○5月 11 日（水）JR浮間舟渡駅 9：20 スタート→中

山道板橋宿→加賀藩上屋敷跡（東大赤門前）ゴール（→

日本橋）13（17）キロ 

【5月例会】手取川七ケ用水を巡る（11キロ） 

○5 月 15 日（日）白山郷体育館（白山市鶴来大国町）

8：30 スタート→天狗橋→古宮公園→道の駅しらやま

さん→旧加賀一の宮駅→白山青年の家→横町うらら

館→鶴来駅→白山郷体育館 

【6月例会】高岡城下の北国街道を歩く（10キロ） 

○6 月 19日（日）あいの風とやま鉄道高岡駅 9：15 ス

タート→羽広交差点→（北国街道）→金屋町（重伝建）

→山町筋（重伝建）→高岡大仏→古城公園（国史跡）

→前田利長墓所（国史跡）→瑞龍寺（国宝）→高岡駅 

 

 

【野々市ウキウキ】 

▽4月 17日（日）辰巳用水めぐり＝大桑緑地駐車場▽

5 月 20 日（金）金沢南総合運動公園のバラ園＝フォル

テ第 5 駐車場▽6月 12日（日）根上・北国街道ハマナ

スの道ウオーク＝手取公園美し河原公園（問い合わせ

＝山本副代表 076-248-1040） 

【小松協会】 

▽4 月 23日（土）たけのこの里と道の駅＝8：10道の

駅こまつ木場潟▽5 月 8 日（日）わが町産土の神社巡

り＝7：40 憩いの森管理事務所西駐車場（問い合わせ

＝村中事務局長 0761-47-0858） 

【七尾協会】 

▽5 月 5 日（祝）でか山・花嫁のれんウオーク＝8：30

七尾駅前長谷川等伯青雲の像公園▽6月 12日（日）能

登島ウオーク⑫＝能登島マリンパーク海族公園駐車

場（問い合わせ＝廣里事務局長 090-3888-0906） 

【内灘町協会】 

▽5 月 22日（日）卯辰山一周ウオーク＝8：30 東山河

岸緑地（問い合わせ＝橋本事務局長 090-9768-3791） 

【かほくクラブ】 

▽5 月 15 日（日）潮風ウオーク（かほく市内、10 キ

ロ）▽7 月 3 日（日）初夏のウオーキングイベント（金

沢方面、10キロ）＝詳細は問い合わせください（市ス

ポーツ文化課 076-283-7135） 

○新会員のご紹介 

▽見神紀子（金沢市）▽佐竹久美子（白山市） 

○県内共通パスポート表彰者 

【400回】廣里重信（七尾）【150回】中野政江（県協

会） 

○JWA／IVV記録認定者（ウオーキングライフ 3、4月号から） 

【地球一周 4 万キロ】▽4 万キロ＝中西幸子▽3 万

9000 キロ＝高瀬孝行▽3 万 7000 キロ＝広野正芳▽2

万 6000 キロ＝岩田誠▽2 万 4000 キロ＝岩田正江▽

8000キロ＝河原弘美【オールジャパン完歩】村田秀樹

【年間完歩証】高瀬孝行、大田則子、尾崎綾子、徳井

昇、永井久喜、西村良二、廣里重信【IVV回数】▽800

回＝大田則子▽600 回＝西村良二、安江和子、安江重

雄▽100 回＝後藤正嗣▽30 回＝宮村真由美【IVV 距

離】▽1万 4000 キロ＝大田則子▽1 万 1000 キロ＝永

井久喜、西村良二 

○第 19回大会の運営にご協力をお願いします 

 例年より 2 カ月遅れましたが、第 19 回加賀百万石

ツーデーウオークのパンフレットができました。友人、

知人にも参加を呼びかけてください。会員の皆様の参

加費は一般 1,500 円のところ 1,000 円ですが、できれ

ば皆様には参加者ではなく、スタッフとして協力して

いただければ助かります。コロナの終息が見通せない

中で外部のボランティアに協力をお願いするわけに

もいかず、これまで以上に運営面で困難が予想されま

す。極力シンプルな運営を目指しますが、一人でも多

くスタッフになっていただけるよう、重ねてお願いし

ます。5月下旬にスタッフ説明会を開催の予定です。 

●県内他協会の行事予定 

●事務局からのお知らせ 

●石川県ウオーキング協会の今後の行事予定 

 


