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（１）新装２７号

大路孝之会長新年のごあいさつ

会員の皆様、新年明けましておめでと

うございます。皆様にとって本年も、ウ

オーキングを継続し、健康で幸せな年に

なることを切に願っています。年も改まり、

新たな気持ちで、自分なりの目標をもっ

て、ウオーキングのスタートをきってくだ

さい。昨年は、県協会創立１５周年記念

事業「石川県内縦断ウオーク」に、延べ，

石川県ウオーキング協会は２月４日（日）午前１１時より金
沢ニューグランドホテルにおいて平成３０年通常総会を７０
名の参加者で開催した。
大路孝之石川県ウオーキング協会会長があいさつし、昨

年は１５周年記念事業「石川県縦断ウオーク2017」を４月珠
洲市から１１月加賀市まで合計３００キロを１２日間で開催し、
３０名が完歩！また第１４回加賀百万石ツーデーウオーク
はのべ3,570名の参加者、登録数過去最高の2,603名を記
録し、メディアをはじめ会員のご支援・ご協力にお礼を述べ
た。今年は第１５回を迎える加賀百万石ツーデーウオーク
も記念コースを企画しており皆様のご支援・ご協力を得て
成功させたいと話した。
その後、大路会長が議長を務め第１号議案平成２９年事
業報告、第２号議案平成２９年決算報告、出口勲監事より
監査報告、第３号議案平成３０年事業計画案、第４号議案
平成３０年活動予算案、第５号議案定款一部変更、第６号
議案役員一部変更が審議され承認された。
通常総会開催前と新年会において広報委員会編集の
「石川県縦断ウオーク2017」のスライドショーが上映され参
加者はウオーク中の苦労や思い出に花を咲かせた。

総会終了後、石川県縦断ウオーク2017の１２回完歩賞、
が３０名、１０回以上が５名、６回以上が１１名の合計４６名
が表彰され表彰状と副賞が代表の寺賀孝さんに大路会長
より贈呈された。

６月２日（土）３日（日）
金沢駅もてなしドーム
地下にて第６７回金沢
百万石まつり協賛行事、
第１５回加賀百万石
ツーデーウオークが開
催される。
１日（金）には七尾協
会のご協力でせっかく
ウオーク（七尾５００選
コース）も開催される。
また今回は2日（土）
に浅野川コース、３日
（日）に犀川コースに変
更した。３日（日）には
高山右近が築いた防
衛ライン・内惣構堀跡、
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１，０００人を超える参加者をえて、ウオーキング、歩育の普

及・啓発をアピールすることができました。

さて、今年は、加賀百万石ツーデーウオークが第１５回目

という節目を迎えます。皆様のご協力をいただきながら、大

会を盛り上げていきたいと思います。例会は工夫を凝らし、

地域協会との共催による楽しい企画も予定しており、皆様

のご参加をお待ちしています。また、歩育推進事業も地道

に取り組んでいきます。

竹が伸びてゆくときは、成長の過程で“節”をつけてゆき

ます。県協会も加賀百万石ツーデーウオークが第１５回目

の節目を契機に、ウオーキング愛好者の底辺の拡大につ

ながれば幸いです。今年も、いっしょに、ウオーキングを楽

しみましょう。

大名並みの家老屋敷跡などを古地図で
巡る記念コース、しあわせ発見コースを
企画しました。知人、友人をぜひお誘い
あわせのうえ、ご参加ください。
２日のゴール後は、利家役の高橋克典
さん、お松の方役の羽田美智子さんの
金沢百万石行列をお楽しみください。



（２）◇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◎

月 日 曜日 主催 内容 開催地（集合場所） 備考

25 日 小松 春よ来い！　わくわくウオーク 8：00イオンモール新小松

28 水 県協会 2月例会　城北水質管理センター施設見学ウオーク 8:30JR金沢駅もてなしドーム地下

11 日 七尾 第10回能登和倉万葉の里ウオーク 9：00わくたまくんパーク 七尾協会特別例会

17-18 土日 東海北陸 第21回早春淡墨桜浪漫ウオーク 岐阜県

18 日 内灘町 寺町寺院群（静音の小径）巡り 8：30金沢駅地下もてなし広場

22 木 小松 航空自衛隊見学ウオーク① 小松市 定員40人

24 土 小松 健康ウオーク① 小松市

25 日 県・かが 3月例会　柴山潟一周ウオーク 8：30柴山潟湖畔公園 合同例会

25 日 野々市 金沢城本多の森ウオーク 金沢市

31-1 土日 東海北陸 第15回名古屋ツーデーウオーク 愛知県

7 土 県協会 鶴寿園お花見ウオーク ８：３０鶴寿園 共催

8 日 小松 木場潟さくらまつりウオーク 9：00木場潟公園メダカハウス 小松特別例会

8 日 内灘町 河北潟一周ウオーク 内灘蓮湖公園

8 日 能美市 旧能美線跡・健康ロード桜ウオーキング 8：30辰口福祉会館ロビー 能美市ふるさと振興公社主催

14 土 小松 たけのこの里と道の駅 小松市

15 日 七尾 花見ウオーク 羽咋方面

15 日 野々市 旧鶴来街並みを歩く 白山市

22 日 かが 201回例会／早春のカタクリの里

22 日 県協会 4月例会　金石・大野で銭五をしのぶ 8:30大野湊神社駐車場

28-29 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

3 祝 石川県 文化巡りウオーク 石川県立美術館 石川県文化振興課主催

5 祝 七尾 第8回でか山・花嫁のれんウオーク 七尾駅前広場

6 日 能登町 第32回猿鬼歩こう走ろう健康大会 能登町柳田運動公園

8 火 小松 航空自衛隊見学ウオーク② 小松市 定員40人

13 日 県協会 ５月例会　夕日寺を歩く 金沢市

13 日 かが 202回例会／三井寺・琵琶湖疏水の道 滋賀県

16-17 水木 野々市 岬自然歩道と珠洲市街を歩く 珠洲市 10周年特別例会

※19 土 県協会 三世代手つなぎウオーク 金沢城公園 共催

2月

3月

4月

5月

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 塚本事務局長
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平成３０年通常総会
に引き続き同所で新
年会が開催され、大
路会長のあいさつ、
片山達也・石川県ス
ポーツ振興課長より
谷本知事の祝辞を代
読いただき、毛利達
彦・金沢市スポーツ

◎県内のイベントレポート◎

ＫＷＡ「新春ウオーク ５社巡り」開催！

１月７日（日）小松
市ウオーキング協会
は小松駅発着で「新
春ウオーク ５社巡り」
を１６０名の参加者で
開催した。
開会式では二川会
長が新年のあいさつ、
準備体操など行い９

１月１４日（日）石川
県ウオーキング協会
はしいのき迎賓館発
着で「初詣でウオー
キング願掛け寺・金
沢神社・巡り」を積雪
５６センチのなか

１２月２日（土）石川
県ウオーキング協会
はJR金沢駅もてなし
ドーム地下発着の納
会「卯辰山麓寺院
群”心の道”を散策」
を９０名の参加者で
開催した。

開会式で大路孝之石川県ウオーキング協会会長があい
さつし、石川県縦断ウオークや、加賀百万石ツーデーウ
オークなどの御礼を述べた。担当の鶴木さんからコース説
明後、ストレッチして９時過ぎにスタートした。

小橋経由して”心の
道”のスタート金沢五
社小坂神社から藩政
期古地図の道を本光
寺、西養寺、宇多須
神社へ、天神橋を渡り、
静明寺でショートコー
スと別れ、白鳥路から
は自由歩行とし、金沢
駅にゴールした。

７０名の参加者で開催した。出発式で大路孝之石川
県ウオーキング協会会長があいさつし、コース説明、スト
レッチをして、９時半にスタートした。片町、寺町寺院群六斗
広見経由願掛けで有名な曹洞宗香林寺にお参りし、本堂
でお寺の説明を聞き、本堂の座敷にある加賀友禅作家人
間国宝の木村雨山さんの花鳥風月を描いた約８０点の作品
を鑑賞した。
その後、開運を願うだるま石像・十二支像を配した小道
「幸福の道」があり、まず２周して３周目に自分の干支の石
像にお参りすると願いが叶うとされる庭園を見学した。
また、金澤神社では宮司さんの神社の説明と普段は一般
公開されていない拝殿天井に描かれた「白蛇龍神（はくじゃ

りゅうしん）」を、拝殿
にブルーシートを敷
いていただき土足の
ままで鑑賞すること
ができた。雪道のた
め予定より遅くなった
が１２時過すぎしい
のき迎賓館にゴール
した。

時にスタートした。北陸線の東側を進み天満宮で参拝。分
水路の堤防上から芦城公園、兎橋神社、日吉神社、須天
町の熊野神社、本折町の多太神社で参拝。昨年春にオー
プンしたイオンモール新小松店、沖町、光町などを経由し
ゴールした。
朝は冷え込みが厳しい中、心配された雪、風も無く、冬場
の中では恵まれた好天となり参加者も大変多く、本年例会
の盛況を予測できる新春ウオークになった。

振興課長のあいさつと乾杯の音頭で開宴した。
野本正人金沢市会議員、西本東介石川県ウオーキング
協会副会長（北國新聞事業局事業部長）、田谷陽司北陸
放送事業局長、中田稔也テレビ金沢事業局事業・コンテン
ツ部長、金丸和弘石
川県ノルディックウオ
ーク連盟会長のあい
さつがあり、谷内廸
子石川県ウオーキン
グ協会副会長が中
締めを行いお開きと
なった。

〇 ◇ 〇
石川県ウオーキン
グ協会は１月２３日
（火）石川県平和町
庁舎会議室で理事
会を開催した。
大路孝之石川県ウ
オーキング協会会長
があいさつし昨年の
百万石ツーデーウー

ークは延べ参加数3,570人、登録者数は2,603人で過去最
高となった。また１５周年記念事業「石川県縦断ウオーク」
も開催して県内１９市町に対してウオーキングの認識を高
めることができたことの御礼を述べた。
大路会長が議長を務め、平成２９年度事業報告、決算報
告、平成３０年度事業計画、予算案、役員変更、加賀百万
石ツーデーウオークの概要、などを審議し承認され閉会と
なった。



（４）

△事務局からのお知らせコーナー▽

◎ＪＷＡ認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより（2018.1-2月
号より 敬称略）◎

◎県内共通パスポート表彰者（12～2月敬称略）◎

◇地球一周４万キロ

・17000キロ長田由夫 広野正芳 ・12000キロ枝一朗

◇オールジャパン完歩ウオーカー

・２回目 太田則子 吉田美智代 ・１回目 米田稔 米田

純子

◇ＩＶＶ回数記録認定

・５００回 中出喜友 ・４００回 表勝雄 ・２００回 村田秀樹

・１００回 西村良二 ・３０回 愛宕清 浦郁雄

◇ＩＶＶ距離記録認定

・17000キロ毛利勝幸 ・14000キロ吉田美智代 ・8000キロ

塩野礼子 ・7000キロ橋本恒治 ・6000キロ表勝雄三村

道代 ・5000キロ竿下るり子 ・3000キロ広野正芳

【150回】竹田てる子（小松）【30回】寺賀孝（県協会）川端洋

子（小松）

○新会員のご紹介（12月～2月）
▽藤藁良博（金沢市）▽小田和代（白山市）▽薮内雅也

（金沢市）▽北公子（金沢市）▽大石久義（氷見市）

○第15回加賀百万石ツーデーウオーク始動
大会パンフレットができましたのでお届けします。今年は

15回の節目を迎えますので記念大会とします。ご家族、ご

友人をお誘いいただき、大勢のご参加をお願いします。会

員の参加費は1,000円です。ただし当日、スタッフとしてお

手伝いいただける方は参加費も申し込みも不要です。別紙

のスタッフ応募用紙で事務局までご連絡ください。また、全

国の大会に行かれる方や、馴染みのお店等にパンフレット

を置いてもらえるところをご存じの方は事務局までお知らせ

ください。必要部数のパンフレットをお届けします。

○4月28、29日にプレ大会開催
今回の第15回大会は6年ぶりに女川コースと男川コース

の開催日程を入れ替え、コースも一部見直しました。その

下見を兼ねて本番コースを歩く「プレ大会」を4月28日（土）

29日（日）に開催します。特別例会としますので、県内共通

パスポートとIVVの認定をします。ふるってご参加ください。

○「文化巡りウオーク」スタッフ募集
石川県文化振興課から「5月3日に春のミュージアムウイー

クの一環として、金沢市内のパブリックアートを見て回るウ

オーキングを開催するが、コースリーダーをお願いできない

か」との協力依頼が来ています。県立美術館をスタートして

能楽堂にゴールする約9kmのコースで、美術館の学芸員に

よる解説付きです。お手伝いいただける方は事務局までご

連絡ください。

○4月8日に能美市でスマートウオーキング
能美市で今年、市内の名所・旧跡などを散策する「スマー

トウオーキング」の通年企画が進行中です。初回は4月8日、

根上から辰口までヘルスロードを歩くコースで開催される予

定です。県協会としてもこの企画に積極的に参加し、能美

市ウオーキング協会設立の機運を盛り上げていきたいと考

えています。開催案内のチラシを同封します。

○全国大会のパンフあります
いよいよ春のウオーキングシーズン到来！ 全国へ歩き

に出かけましょう。

▽第31回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ（3/10,11＝岡山県）

▽第21回早春淡墨桜浪漫ウオーク（3/17,18＝岐阜県）▽

第12回シルクと蔵のまち須坂ツーデーウオーキング

（3/17,18＝長野県）▽第15回名古屋ツーデーウオーク

（3/31,4/1＝愛知県）▽第16回大和路まほろばツーデーウ

オーク（4/7,8＝奈良県）▽第16回讃岐うどんつるつるツー

デーウオーク（4/7,8＝香川県）▽第12回下総・江戸川ツー

デーマーチ（4/14,15＝千葉県）▽信州松本梓川・桜ウ

オーク（4/14,15＝長野県）▽第21回久留米つつじマーチ

（4/21,22＝福岡県）▽第23回ウオーキングフェスタ東京

（5/3,4＝東京都）▽第32回猿鬼歩こう走ろう健康大会（5/6

＝石川県）

ＵＷＡ「新春・初詣ウオーク」開催！！

ＮＷＡ初詣ウオーク開催された！

１月８日（祝）内灘
町ウオーキング協会
は「新春・初詣ウオー
ク」を金沢駅もてなし
ドーム広場発、鶴来
駅ゴールで４２名の
参加者で開催した。
もてなしドームにて出
発式を行い金沢駅を
出発し、尾山神社で
参拝、その後野町駅

１月２日（火）七尾ウ
オーキング協会は七
尾市役所発着の「初
詣ウオーク」を３３名
の参加者で開催した。
開会式では広里事
務局長のあいさつ、
コース説明、ストレッ
チを行いスタートした。

から電車で鶴来駅へ。鶴来の街は心配していた雪も無く、
小雨の中を白山ひめ神社、金剣宮を参拝して鶴来駅ゴー
ルした。

最初に気多本宮といわれる「能登生国玉比古神社」で参拝、
神明神宮と呼ばれる「松尾神社」、府中町の「印鑰神社」、山
王さんと呼ばれる「山王神社（大地主神社）」の各神社で参
拝し、七尾市役所にゴールした。

ＫＷＡ納会ウオーク「小松北部の文化を訪ねて」開催！

１２月３日（日）小松市ウオ
ーキング協会はＪＲ小松駅西
口発着、１１０名の参加者で
開催した。開会式では二川
会長があいさつ、ストレッチ
の後スタートした。上小松町
からの雪景も冴えた白山を
眺めまがら、イオン小松店到
着、野田町にある蔵元東酒

造、長田会館、小松天満宮を経由し、小松駅にゴールした。


