
石川県ウオーキング協会は３月２７日（水）東京
2020応援プログラム「金沢～東京参勤ウオーク②」を
津幡駅において１２０名の参加者で開催した。２日目
は津幡駅から、倶利伽羅峠越えで石動駅までの１７キ
ロコース。出発式では大路孝之石川県ウオーキング協
会会長があいさつし、松林知一専務理事がコース説明
し午前９時過ぎにスタートした。
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石川県ウオーキング協会は３
月１３日（水）金沢城公園新丸
広場において東京2020応援プロ
グラム「金沢～東京参勤ウオー
ク①」を１１０名の参加者で記
念すべきスタートを切った。
出発式では大路孝之石川県ウ

オーキング協会会長があいさつ
し、山下修石川県民スポーツ部
次長、田谷暘司ＭＲＯ事業部長
の激励お言葉、山野之義金沢市
長の激励メッセージを松林知一
石川県ウオーキング協会専務理
事が代読。谷内廸子同協会副会
長の檄で午前９時１０分ごろス
タートした。
この企画は、東京オリンピッ

ク開催の応援し、３月１３日金

沢城をスタートして令和２年６月に江戸本郷上屋敷
ゴールする予定。加賀藩が参勤・交代で利用した旧北

国下街道、中山
道の約５００キ
ロを２３日間で
歩く計画。
大手門～尾張

町、浅野川大橋
を経由し、大名
行列正装から参
勤装束に着替え
たと言われる大

樋町下口松門の松と看板を確認し、城北中央公園で休
憩。熊野神社からＩＲ森本駅で休憩。当時の面影を残
す黒松の旧金沢下口往還松並木経由し北部公園で昼食
を取り、浪自加弥神社遥拝殿前経由ＩＲ津幡駅に午後
１時２０分ごろゴールした。

津幡宿本陣跡の近く弘願寺で休憩し、道の駅倶利
伽羅源平の郷に到着。竹橋宿は間の宿で休憩に利用さ
れたようだ。これより歴史街道「倶利伽羅峠」に入り、
藩政期の雰囲気の残る山越え、倶利伽羅峠を目指し当
時の加賀・越中の要所であった龍ヶ峰城跡公園に到着。

山頂には龍ヶ峰
城跡があった。
その後、１２時
過ぎに創建養老
２年（718）と
言われる倶利迦
羅不動寺に到着。
昼食タイム後

スタートーとし
て木曽義仲の火
牛の計で有名な倶利伽羅古戦場を通り、藩政期のイ
メージを残す石坂、砂坂を下り埴生護国八幡神社で休
憩を取り、今石動宿を通り午後２時半ごろ愛の風とや
ま鉄道石動駅にゴールした。

第１６回加賀百万石ツー
デーウオークは６月１日
（土）女川コース３０、２
０、１０キロコース。２日
（日）男川コース２４、１
６、８キロ、まいどさん、
歩育、幸せ発見コースの10
コースで開催されます。
会員の皆様の絶第なるご

協力で成り立っている大会
です。現在スタッフの募集
中です。（Ｐ4関連記事）



◇県内のウオーキングダイアリー◇

◎ＩＷＡ加盟ウオーキング団体連絡先◎

（２）

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

輪島市ウオーキング協会 0768-23-1176 事務局 吉村祐太 諸江地区歩こう会 076-263-1630 松本代表

能登町ウオーキング協会 0768-72-2509 蛸島、新出事務局 野々市ウキウキウオーキング 076-246-3705 村西代表

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

月 日 曜日 主催 内容 開催地（集合場所） 備考

20 土 小松 たけのこの里ウオーク 8：00道の駅こまつ木場潟

20-21 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

24 水 県協会 金沢～東京参勤ウオーク④ 小杉駅→岩瀬浜駅 特別例会

29 祝 小松 白山眺望ウオーク2019（歩育楽校併催） 9：00木場潟公園中央園地 県協会共催

5 日 七尾 第9回でか山・花嫁のれんウオーク 8：00七尾駅前広場

5 日 能登町 第33回猿鬼歩こう走ろう健康大会 能登町柳田運動公園

8 水 県協会 金沢～東京参勤ウオーク⑤ 岩瀬浜駅→黒部駅 特別例会

11 土 県協会 第168回５月例会　金沢城総構跡を巡る 8：30主計町緑水苑

12 日 小松 福井永平寺を訪ねる 8：45えちぜん鉄道永平寺口駅

12 日 かが 休んでいかれ―眼目山立山寺・大岩山日石寺 富山県

12 日 野々市 若狭・三方五湖ウオーク 福井県 バス、会員限定

18 土 県協会 三世代手つなぎウオーク 9：30金沢城公園北園地 共催

18-19 土日 東海北陸 第28回若狭・三方五湖ツーデーマーチ 福井県

19 日 内灘 内灘ロマンチックウオーク 8：00内灘町役場 共催

25 土 小松 健康ウオーク① 小松市

25-26 土日 東海北陸 第9回伊勢志摩ツーデーウオーク 三重県

31 金 県協会 加賀百万石せっかくウオーク 倶利伽羅峠 主催

1 土 県協会 第16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

2 日 県協会 第16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

1-2 土日 東海北陸 第18回長良川ツーデーウオーク 岐阜県

9 日 かが 214回／日本遺産／北前船寄港地・安宅街並み 小松市

9 日 小松 木場潟花菖蒲祭りウオーク 木場潟公園南園地 小松特別例会

16 日 七尾 能登島ウオーク⑨ 道の駅のとじま

16 日 野々市 白山若宮公園周辺ウオーク 白山市

19 水 県協会 金沢～東京参勤ウオーク⑥ 黒部駅→泊駅 特別例会

23 日 県協会 第169回6月例会　ダム湖を巡る 金沢市

30 日 小松 北国街道ウオーク(芦原～敦賀） 芦原温泉駅

4月

5月

6月



（３）

受賞の永井久喜氏

◎県内のイベントレポート◎

石川県ウオーキ
ング協会は４月３
日（水）金沢市平
和町石川県庁舎に
て「第2回理事
会」を開催した。
大路孝之理事が

議長を勤めて議事
進行を行い、第１

石川県ウオーキ
ング協会は４月４
日（木）石川県平
和庁舎におい「第
１回評議員会」を
開催した。
大路孝之石川県

ウーキング協会会

１０回記念大会
「内灘ロマンチッ
ウオーク」第１回
実行委員会が４月
４日（木）内灘町
町民ホールにおい

３月２４日石川
県ウオーキング協
会・かほくウオー
キングクラ”にゃ
んたろう共催の
「大海西山弥生の
里を歩く」をかほ
く市高松運動公園

事号議案会長（代表理事）の選出を行い、大路孝之氏
が２期目会長に選出された。第２号議案副会長、専務
理事、常務理事および役員の任務について、提案され
承認された。（役員詳細はＰ４参照）

長があいさつし、新執行体制と新評議員の紹介後、参
加の新任評議員があいさつし、議事に入った。加賀百
万石ツーデーウオークの現況報告とスタッフ協力をお
願い。東京2020応援プログラム金沢～東京参勤ウオー
クでは１回、２回目ともに予想以上の参加者あったと
報告。その他意見交換を行い閉会となった。

て開催された！七田稔実行委員長・内灘ウオーキング
協会会長が開会の辞を述べ、川口克則会長・内灘町町
長、神田享勉顧問・金沢医科大学学長があいさつし、
七田実行委員長が議長を務め議事に入り、第１号議案
事業計画、第２号議案収支予算が審議され承認された。
５月１９日（日）内灘町庁舎前広場で開催され、内

灘ロマンチックロード１２キロ、アカシアコース８キ
ロ、ふれあいコース４キロの３コースで開催される。

ストレッチを行いスタートした。コースはもてな
しドーム～尾崎神社～尾山神社～石川四高前で休憩。
金沢城公園三十間長屋～金沢城公園鶴丸倉庫～金沢城
公園石川門～成巽閣～石川県立歴史博物館、金沢くら
しの博物館、最後にひがし茶屋街「志摩」の１０ケ所
の重要文化財を巡り、午後１２時４０分ごろ金沢駅も
てなしドームに無事ゴールした。

発着にて１００名の参加者で開催した！開会式では坂
井正靱かほくウオーキングクラブ”にゃんたろう”会長
があいさつし、ＩＷＡ小松隆さんがコース説明、竿下
るり子日本ウオーキング協会公認指導員指導のスト
レッチを行いスタートした。
自然豊かな里山の道路を進み、無舗装の道路を経由

し、銘水わかみどりで休憩。元女を経由して大海西山
弥生の里の到着。折戸かほく市教育委員会生涯学習課
課長より大海西山弥生の里の概要を説明していただき
理解を深めました。休憩後、スタートし、長柄町中央
交差点より高松病院経由してかほく市高松運動公園に
１２時半ごろゴールした。

七尾ウオーキング
協会は３月１０日
（日）わくたまくん
パーク発着の「第１
１回能登和倉万葉の
里ｳｵｰｸ２０１９」を
４０１名の参加者で
開催した。

石川県ウオーキング協会は
２月２４日（日）金沢駅もて
なしドーム地下発着の「金沢
の重要文化財（建築物）を巡
る」を１１５名の参加者で開
催した。
出発式では大路孝之石川県

ウオーキング協会会長があい
さつし、橋本吉昭さんがコー
ス説明、３月の例会案内、
竿下るり子さんの指導の

小松ウオーキング協
会は３月３日（日）Ｊ
Ｒ大聖寺駅発着の「春
よ来いワクワクウオー
ク大聖寺」を約１００
名の参加者で開催した。
開会式では西川会長

の開会あいさつ、準備

体操を行いスタートした。古九谷の杜公園から時計台、
菅生石部神社に到着。ここでは宮司より神社の説明を
聞いた。山口玄蕃首塚では玄蕃の略歴などを学び、深
田久弥山文化会館、長柳亭、大聖寺藩邸跡、山の下寺
院群を経由しＪＲ大聖寺駅ゴールした。

P4へ
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◎ＪＷＡ認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌよ（2019.3-

４月号より敬称略）◎

◇地球一周４万キロ
・34000キロ山下敏之・31000キロ三村道代・28000

キロ中西幸子・25000キロ塩野礼子・23000キロ広野
正芳・17000キロ小松隆・9000キロ永井久喜・5000
キロ谷内廸子
◇日本マーチングリーグ
・日本マスターウオーカー賞西村良二、永井久喜

◇ＩＶＶ回数記録認定
・900回吉田美智代・500回橋本吉昭・400回小松隆

・300回杉本真寿栄、村田秀樹・100回中川莞司
◇ＩＶＶ距離記録認定
・12000キロ尾崎綾子・10000キロ清水徳典・9000

キロ塩野礼子・8000キロ小松隆・5000キロ村田秀樹
・4000キロ広野正芳・1000キロ中川莞司
◇年間完歩証
・枝一郎、徳井昇、広野正芳、中西幸子、神保輝雄、

尾崎綾子、吉田美智代、永井久喜、西村良二、大田則
子、平井英子、塩野礼子、津沢修、津沢敬子、一花章、
廣里重信、竿下るり子、東健、毛利勝幸、西山美紀、
西山正夫、清水徳典

県内共通パスポート表彰者（2月～4月）

【300回】廣里重信（県協会）【200回】高尾進（県
協会）岡田喜昭（県協会）【100回】石黒和子（諸江）
津沢修（県協会）【50回】宮村真由美（県協会）松田
清美（小松）中川明（小松）【30回】中川明（小松）

△事務局からのお知らせコーナー▽

○新会員のご紹介（2月～4月、敬称略）
▽浜田真智子（穴水町）▽谷本弘子（七尾市）

▽上島久美子（金沢市）▽北村孝美（白山市）▽石飛
恭代、石飛隆（金沢市）▽村中幸代（金沢市）▽増田
文子（白山市）
○新執行部体制が始動
2月の通常総会で選出された新役員による組織理事

会が4月3日に開かれ、理事の互選の結果、大路孝之会
長の続投が決定しました。その他の執行部メンバーは
次の皆さんです（○は新任）。▽副会長 西本東介、
○津田龍佑、谷内迪子▽専務理事・事業委員長 松林
知一▽事務局長 ○小林昇太郎▽事務局次長・組織委
員長 ○浅井豊樹▽事務局次長 宮崎誠一▽事業副委
員長 小松隆、○愛宕清▽常務理事・企画広報委員長
植茶泰男▽企画広報副委員長 ○石黒高志、寺西一雄
▽組織副委員長 ○中塚稔、○新家俊一▽常務理事・
指導委員長 竿下るり子▽指導副委員長 俵政昭、○
吉川あき江▽歩育・結婚支援委員長 ○向出圭吾▽同
副委員長 ○藤本信子、○中野政江
○参勤ウオーク、富山県内を東進中
東京オリンピックの開催と新しい令和の時代の幕開

けを記念して金沢城をスタートした「金沢～東京参勤
ウオーク」は、3回目まで終了し、富山県内を順調に
東進しています。1回目、2回目はおかげさまで100人
以上の参加があり、元気で倶利伽羅峠を越えることが
できました。回を重ねるにつれ場所が遠くなり、参加
も簡単ではなくなりますが、7回目からは金沢駅発着
のバスツアーを設定しますので、ふるってご参加くだ
さい。一緒に東京まで歩きましょう。
○百万石大会のスタッフ、追加募集
第16回大会の本番まで1か月余になりました。おか

げさまで参加申し込みは全国から順調に届いています
が、運営を支えるスタッフの人数がまだ足りません。
会員の皆様にもご都合はあると思いますが、加賀百万
石ツーデーウオークは県協会の年間最大の行事であり、
県民にウオーキングの楽しさをアピールする絶好の機
会です。ぜひ、スタッフとして充実感を味わってくだ
さい。追加募集のお願いを同封しました。よろしくお
願いします。
○全国大会のパンフあります
▽第24回ウオーキングフェスタ東京（5/3,4＝東京
都）▽第25回九州国際スリーデーマーチ（5/10～12
＝熊本県）▽第28回若狭・三方五湖ツーデーマーチ
（5/18,19＝福井県）▽第17回とって隠岐ツーデーウ
オーク（5/25,26＝島根県）▽第８回成田エアポート
ツーデーマーチ（5/25,26＝千葉県）▽比叡山年輪ウ
オーク2019（5/26＝滋賀県）▽第21回津軽路ロマン
国際ツーデーマーチ（6/1,2＝青森県）
▽第19回SUN-IN未来ウオーク（6/1,2
＝鳥取県）▽駒ヶ根高原＆しらび林道
新緑ウオーキング（6/15～18＝長野
県）▽第23北の都札幌ツーデーウオ
ーク（6/22,23＝北海道）

内灘町ウオーキング
協会は３月１７日
（日）金沢駅もてなし
ドーム地下発着の「金
沢赤レンガ建造物巡り
ウオーク」を４６名の
参加者で開催した。
出発式終了後スター、

ＩＷＡオリジナルポロ発売！
「金沢～東京参勤ウオーク」を記
念して、袖に石川県ウオーキング
協会を入れたオリジナルポロシャ
ツを発売しました。価格は2,000円
（税込み）サイズは男女兼用L,M

トし、元大和紡績工場のレンガ造り倉庫を活用した金
沢市民芸術村、尾山神社本殿横にある煉瓦塀、四高記
念文化交流館。その後、陸軍兵器庫で戦後は金沢美術
工芸大学が使用していた石川県立歴史博物館、尾張町
町民文化館、旧専売公社金沢工場の玉川図書館など国
指定重要文化財や石川県有形文化財の赤レンガ建造物
６か所を巡り金沢駅にゴールした。

同時開催のマラソンスタート後、１０時１５分
よりの開会式では辻口会長があいさつし、廣里事務局
長のコース説明、安田副会長のストレッチでスタート。
和倉小学校経由し曹洞宗青林寺、平安時代に元々の

和倉温泉があったという少比古那神社。その後、能登
島大橋を渡り展望駐車場折り返し、運動公園サッカー
場経由でわくたまくんパークにゴールした。


