
また「歩育」や「加賀百万石ツーデーウ 
オーク」の実行委員会委員として協会 
活動を支えていただきました大路孝之 
氏にご就任いただき、その爽やかな人 
柄は得難いリーダーと確信致しており 
ます。 
  15年前の協会設立から加賀百万石 
ツーデーウオークの創設、特定非営利 
活動法人への移行など、組織基盤を 
築かれた三谷充・初代会長の足跡に及ぶところではあり
ませんが、就任早々に取り組んだ「ウオーク日本1800」の
石川県版「元気カップ石川まるごとウオーク」、続く「歩育
推進運動」を契機に協会関係者、自治体、各種団体の皆
様のご理解ご支援で、微力ながら協会組織の伸長・発展
とNPO法人としての社会貢献事業に寄与できましたこと
幸せに思うところです。 
  また1月の穴水町ウオーキング協会の加盟により地域
協会は13市町に及び、青森県の17協会に次ぐ2番手となり
ましたこと、県内すみずみへ健康運動を普及する足がか
りであり希望でもあります。さらに「歩育基本法制定」を求
める意見書は本年3月議会までで10市町により採択され、
石川モデルとして中央省庁へ送られ、「食育」と並び国会
決議に結び付くことを夢みるところです。 
  先日、平下政美・金沢学院大学教授から「認知症を防
ぐにはウオーキングで仲間とワイワイ・ガヤガヤが一番」と
の教えをいただきました。仲間と和やかに、楽しく県協会
が発展されることを心よりお祈ります。  

会長就任にあたって 
     石川県ウオーキング協会 
            会長 大路 孝之 
 石川県ウオーキング協会創立１５周
年という節目の年に、北実前会長から
会長職という大役を引き継ぐことにな
り、その重責に緊張し、身の引き締まる 
思いです。本協会は、北前会長のリー 

 ４月３日（月）石川県ウオーキング協会は石川

県平和町庁舎会議室にて２９年第２回理事会を

開催し、新会長（代表理事）に大路孝之氏、副会

長に浜中豊和氏、谷内迪子氏、蔵田武男氏が

選任された。（Ｐ３ 新執行体制表参照） 

 冒頭、北実ＩＷＡ前会長は「１０年間皆さんのご

支援で会長としての務めをさせていただきまし

た。うれしいニュースがあります」との前置きで、

この度「歩育基本法」の制定に関する意見書を

採択した議会は、石川県と合わせ１０議会になり、

今後も増える見込みと話した。 

 その後、大路新会長の司会で、副会長、専務

理事、常務理事および役員の任務について承認

された。また前北会長は相談役に選任された。 

  

特定非営利活動法人 石川県ウオーキング協会 会報 

ＩＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞだより 
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 第１４回大会は６月３日（土）４日（日）の２日間、開催さ
れます。会員皆さまの友人・知人への参加呼びかけを積
極的にお願い致します。 

ダーシップのもとで活動の充実、発展を遂げられてきまし
た。この財産を引き継ぎ、微力ではありますが、協会の発
展に誠心誠意、力を注いでまいる所存です。本年は、協会
創立１５周年記念事業として「石川県縦断ウオーク」を実
施し、ウオーキングの楽しさをアピールしていきたいと思い
ます。また、「第１４回加賀百万石ツーデーウオーク」や歩
育推進事業も、会員一丸となって取り組んでまいります。ま
た、本協会の発展には、地域協会との連携が不可欠であ
ります。共に手を携えて各種事業に取り組んでいきます。 
 人の幸せの大きな要素は、「健康」であり、健康は宝で
す。この健康を維持・促進するため、私たちが手軽に取り
組めるのが、ウオーキングであります。ウオーキングをする
ことで身も心も健康になり、人生をエンジョイすることがで
きます。大切なのは継続すること、「継続は力なり」であり、
ウオーキングの輪が広がり、人々の日常生活の一部となる
ことを願っています。私は、例会等を通してウオーキングの
楽しさを見つけていきたいと思っています。会員の皆さん
には、ご指導、ご協力を切にお願い申し上げます。 

退任にあたり～「ワイワイ・ガヤガヤ」が特効薬！ 
                 相談役 北  実 
  この度、就任以来10年の節目をもって会長職を退任さ
せていただくこととなりました。この間、皆様には協会活動
にご理解賜り、ご協力いただきましたこと感謝申し上げま
す。 後任には金沢市の企画・財政畑を歩まれ、金沢美術
工芸大学の理事・事務局長、金沢歌劇座館長を歴任され、 
 



◇県内のウオーキングダイアリー◇ （２） 

◎ＩＷＡ加盟ウオーキング団体連絡先◎ 

協会名 問合せ先 担当者 協会名 問合せ先 担当者

珠洲ウオーキング協会 0768-82-7776 高橋事務局 諸江地区歩こう会 076-263-1630 松本代表

輪島市ウオーキング協会 0768-23-1176 川端事務局 野々市ウキウキウオーキング 076-246-3705 村西代表

能登町ウオーキング協会 0768-72-2509 蛸島、新出事務局 白山ウオーキング協会 090-7088-1297 古川事務局長

穴水町ウオーキング協会 0768-52-3401
幽経（ゆうけい）

事務局長
小松ウオーキング協会 0761-44-3962 二川会長

七尾ウオーキング協会 0767-62-4415 廣里事務局長 かがウオーキングクラブ歩歩 0761-74-8642 岡谷代表

内灘町ウオーキング協会 076-286-3791 橋本事務局長 山中温泉ウオーキング協会 0761-78-0815 坂下会長

かほくウオーキングクラブ「にゃんたろう」 076-283-7137 北川事務局長

月 日 曜日 主催 内容 開催地（集合場所） 備考

25 火 小松 工場見学ウオーク（白山総合車両所）② 白山市

29-30 土日 県協会 加賀百万石ツ－デ－ウオ－クプレ大会 ８：００金沢駅もてなし広場 特別例会

5 祝 七尾 でか山・花嫁のれんウオーク⑧ 8:00七尾駅前広場

7 日 能登町 第31回猿鬼歩こう走ろう健康大会 能登町柳田運動公園

7 日 白山 新緑ウオーク　手取川橋巡り 吉野工芸の里

13 土 小松 お旅まつりウオーク 小松市

14 日 県協会 第144回　卯辰山碑（いしぶみ）探訪 8：20金沢駅もてなし広場 5月例会

14 日 野々市 かほく市歴史の道を歩く かほく市

16-17 火水 県協会 石川県縦断ウオーク④⑤ 輪島→穴水→七尾 15周年記念

20 土 県協会 三世代手つなぎウオーク 9：30金沢城公園 共催

20-21 土日 第26回若狭・三方五湖ツーデーマーチ 福井県 東海北陸リーグ

21 日 内灘 内灘ロマンチックウオーク 8：00内灘町役場 共催

21 日 小松 白山詣双六「西養寺～白山ひめ神社

27 土 輪島 輪島里山・里海ウオーク 8：30輪島市マリンタウン駐車場 協力

28 日 小松 三国街巡りと道の駅 福井県

未定 白山 白山白川郷ホワイトロードウオーク 白山市

2 金 県協会 加賀百万石せっかくウオーク

3 土 県協会 第14回加賀百万石ツーデーウオーク男川コース JR金沢駅東口もてなし広場 主催

4 日 県協会 第14回加賀百万石ツーデーウオーク女川コース JR金沢駅東口もてなし広場 主催

11 日 小松 木場潟花菖蒲祭りウオーク 小松市

17 土 県協会 第145回　歴史の道「臼ケ峰往来」を行く 8：00志雄運動公園（宝達志水町） 6月例会

18 日 七尾 能登島ウオーク⑦ マリンパーク海賊公園

18 日 かが 192例会／ＪＲ七尾線「織姫の里」の道

18 日 野々市 石川県森林公園ウオーク 津幡町

4月

5月

6月



幾多郎哲学記念館で
休憩。うみっこらんど
七塚、白尾海岸白尾
灯台を経由して、 
どんよりしたくもり模様
でしたが天候に恵ま
れ全員が無事宇ノ気
駅に午後１時半頃
ゴールした。 
 

 ３月１２日（日）内
灘ウオーキング協
会はＪＲ金沢駅もて
なしドーム地下発
着で３０名の参加
者で「心の道＆石
曳の道を歩く（卯辰
山山麓寺院群＆
小立野寺院群）」を
開催した。 
  

 ４月３日の平成２９年第２回理事会において選任された
新執行体制は下記の通り。 

（３） 

 ３月２６日（日）小
松市ウオーキング協
会は「吉崎御坊を訪
ねて」ＪＲ大聖寺駅
発着を９１名の参加
者で開催した。 
 開会式後スタート
し、三木町町会館、
竹の浦館にて休憩。
ここでは大好評の甘 

 

  

（３） 

◎県内のイベントレポート◎ 

ＵＷＡ「心の道＆石曳の道を歩く」開催！ 

ＫＷＡ「吉崎御坊を訪ねて」開催！ 

◎ＩＷＡ新執行体制◎ 

役 職 区 分 氏 名 担  当

会長 代表理事 大路　孝之

理事 浜中　豊和 （北國新聞社事業部専任部長）

理事 谷内　迪子

理事 蔵田　武男

専務理事 専務理事 松林　知一 事業委員長

事務局長 評議員 宮崎　誠一 会計担当

常務理事 竿下るり子 指導委員長

理事 山口　隆義

評議員 矢部　嶺男 組織副委員長

常務理事 植茶　泰男 企画広報委員長

常務理事 寺西　一雄 企画広報副委員長

理事 俵　　政昭 指導副委員長

評議員 岡田　喜昭 組織委員長

評議員 小松　　隆 事業副委員長

事務局次長

副会長

 ３月２８日（火）石
川県平和町庁舎に
おいて「平成２９年
第１回地域協会連
絡会」を開催した。
北実石川県ウオー
キング協会会長が 
あいさつし、その後、「第１４回加賀百万石ツーデーウオー
ク」、石川県ウオーキング協会１５周年記念「石川県縦断ウ
オーク」の説明と意見交換を行い積極的な参加と協力を
お願いした。 
 「平成２９年第１回評議員会」では北実石川県ウオーキ
ング協会会長のあいさつに続き、「第１４回加賀百万石
ツーデーウオーク」、石川県ウオーキング協会１５周年記念 
「石川県縦断ウオーク」の説明、積極的な参加とスタッフ
への協力を求め。意見交換を行った。 

         ３月１９日（日）石川県ウオーキング
協会はかほくウオーキングクラブ「にゃんたろう」と共催で
「哲学者 西田幾多郎にふれる道」をかほく市役所を会場
に１２０名の参加者で開催した。北実石川県ウオーキング
協会会長があいさつし、例会案内やお知らせの後、ストレッ
チ、ラジオ体操第一を行いスタートした。西田幾多郎出生
の地、西田幾多郎の墓地（西田一継の標記）を巡り、西田 

催した。今回の企画は、安政４年（1851）ごろの金沢城下の
古地図を参考に旧道、旧跡を巡ります。現在の市内地図
と異なる部分が多いので、古地図どうりには歩けません
が、雰囲気を味わって頂きたいとの思いで計画した。 
 もてなしドームをスタートし、専光寺、長町武家屋敷跡、
尾山神社前、しいのき迎賓館で休憩。兼六園真弓坂口
前から石引通り、前田家菩提寺の宝円寺前、馬坂を下り、
金沢城公園白鳥路で休憩。ここで７キロコースゴール。寺
島蔵人邸からくらがり坂、中の橋を渡り森山町七曲がり、
小橋、西別院、東別院を経由金沢駅もてなしドームに到
着した。 

   ２月１９日（日）
石川県ウオーキング
協会は「古地図で歩
く街中探訪」をＪＲ金
沢駅もてなしドーム
地下広場発着で１２
０名の参加者で開 

 好天に恵まれて、参加者は箔座で黄金の茶室を見学
後、卯辰山山麓寺院群に向い、光覚寺、西養寺、静明寺
等を巡り、小立野寺院群を巡り金沢城公園で７キロコー
スのゴール。その後、１３㎞コースは棟岳寺から嫁坂を下り、
鈴木大拙館、尾山神社を経由し金沢駅にゴールした。 

酒の販売があった。その後、吉崎御坊に到着。吉崎東別
院会館の集会室で昼食を取り、県境の館では、建物位置
が半分は加賀市、残り半分があわら市で、建設費用も半
々で賄われたというめずらしい館でした。 
 昼食後は「月うさぎの里」ではうさぎと戯れながら、午
後２時過ぎに全員ＪＲ大聖寺駅にゴールした。 



◇地球一周４万キロ（敬称略 2017.3-4月号 

 ・37000キロ 西川勉 ・34000キロ 北清男、吉田美智代 

 ・28000キロ 山下敏之 ・24000キロ 三村道代  

 ・20000キロ 岩田誠 ・18000キロ 塩野礼子 ・17000キロ 

 田中幸吉 ・13000キロ 岩田正江 

◇日本マーチングリーグ表彰者2017 (2017.3-4月号） 

 日本マスターウオーカー賞 ・初見幸広 

◇ＩＶＶ回数記録認定（敬称略 2017.3-4月号より）   

  ・500回 太田則子、米田実 

◇ＩＶＶ距離記録認定（敬称略 2017.3-4月号）   

 ・9000キロ 米田実 ・8000キロ太田則子 ・4000キロ 

 橋本美智代、古川隆敏 

◇年間完歩賞２０１６ （敬称略 2017.3-4月号）  

 東健、伊勢徹三郎、一花章、枝一朗、太田則子、尾崎

綾子、河村洋、竿下るり子、清水徳典、神保輝雄、津沢修 

津沢敬子、徳井昇、永井久喜、中西幸子、西村良二、平

井英子、廣里重信、広野正芳、毛利勝幸、吉田美智代 

（４） 

△事務局からのお知らせコーナー▽              

◎県内のイベントレポート◎ 

◎ＪＷＡ認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより）◎ 

◎県内共通パスポート表彰者（2～4月敬称略）◎ 

○新会員のご紹介（2月～4月、敬称略） 

▽大石正身（金沢市）▽大路孝之（金沢市）▽新家俊一

（金沢市）▽坂本喜久子（金沢市）▽松能喜美夫、松能淑

江（金沢市）▽長井憲子（内灘町）▽岡田宜之、岡田直美

（金沢市）▽上奈津子（内灘町）▽松原恵子（金沢市） 

ツーデーウオークを支えていただきます。大路氏は昭和

25年生まれ。金沢市役所に勤務し、学校教育部長、文化

スポーツ部長、金沢美大理事・事務局長、金沢歌劇座館

長などを歴任されました。県協会との関係では加賀百万

石ツーデーウオーク実行委員会の委員として同大会や

歩育推進に支援をいただいています。一方、3月31日で退

任された北前会長は丸10年、第2代会長として県協会の

先頭に立ち、日本ウオーキング協会の副会長としても全

国のウオーキング運動の普及発展に多大な貢献をされ

ました。これまでのご尽力にあらためて感謝申し上げます。 

○第14回大会のご協力お願い（再度） 

 6月3日4日に開催する第14回加賀百万石ツーデーウ

オークへの参加申し込みが毎日、全国から事務局に届い

ています。本番まで２か月を切り、準備作業も本格化して

きました。膨大な参加者名簿の入力作業もあります。お手

すきの方は本番当日以外の日も、日当等はお支払いで

きませんが、事務局のお手伝いをお願いできませんか。ま

た、本番当日のスタッフもまだ足りません。重ねてご協力

をお願いします。 

○創立15周年記念帽子を制作 

          県協会創立15周年の記念帽子 

         を作りました（写真）。県協会のシン 

         ボルカラーであるオレンジを基調に、 

         前面に青で協会名と15周年のロゴ 

         を入れてあります。一個1,000円で 

         す。例会等で販売しますので、ぜひ

お買い求めください。なお、今年の加賀百万石ツーデーウ

オークにスタッフとしてお手伝いいただける方には5月24

日（水）のスタッフ説明会の席上、無料でお配りします（ス

タッフ説明会の案内は、応募いただいた方に後日あらた

めて郵送します）。 

○石川県縦断ウオークがスタート 

 県協会創立15周年記念事業である石川県縦断ウオー

クがスタートしました。4月は11日から13日まで、二泊三日

で珠洲市、能登町、輪島市の80キロを踏破します。地元の

地域協会会員にもご参加いただき、三日間の延べ参加

人数は約200人になりそうです。5月、6月も金沢発着のバ

スツアーを設定しています。案内チラシを同封しましたの

で、ぜひご参加ください。 

○全国大会のパンフあります 

▽第30回信濃川河岸段丘ウオーク（4/29＝新潟県）▽第

10回いけだまち北アルプス展望ウオーク（5/20,21＝長野

県）▽第26回若狭・三方五湖ツーデーマーチ（5/20,21＝

福井県）▽第16回長良川ツーデーウオーク（6/3,4＝岐阜

県）▽第17回ＳＵＮ－ＩＮ未来ウオーク（6/3,4＝鳥取県）▽

第8回にいがた湊まち歴史ウオーク（6/10,11＝新潟県）▽

第21回北の都札幌ツーデーウオーク（6/24,25＝北海道）

▽第20回鶴岡市みんなで歩こう里山あるき2017（9/16,17

＝山形県） 

【150回】広野正芳（県協会）西田さよ子（県協会）【100回】

後藤正嗣（県協会）【50回】高瀬孝行（小松）【30回】松田

清美（県協会）中川剛（県協会）高瀬孝行（小松） 

ＮＷＡ第９回能登和倉万葉の里ウオーク2017 開催！ 

 ３月１２日

（日）わくたまく

んパークを会

場に第９回能

登和倉万葉の

里ウオーク２０ 

○大路新体制がスタート 

 4月3日に開催された理事会で、大路孝之（おおじ・た

かゆき）氏が第3代の会長に選出され、新たな大路体制

がスタートしました（Ｐ３ 執行体制の一覧表参照）。北実

前会長は相談役として引き続き、協会や加賀百万石 

１７が２コース計４５５名の参加者で開催された。 

 開会式のあと１１キロコースがスタートし、和倉小学校から

真宗信行寺を経て曹洞宗青林寺、和倉の守り神「少比古

那（すくなひこな）神社」、その後渡月橋を渡り、加賀屋前、

弁天崎源泉公園、和倉港公園で休憩。５キロコースはわく

たまくんパークに戻りゴールした。１１キロコースはさらに進ん

で、能登島大橋を渡り、展望台駐車場で折り返し、自由歩

行で思い思いに自然を満喫しながらゴールした。 


