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 １０月１１日（日）金沢市金石大野湊神社にて

第125回健康ウオーク「金石の名刹と地蔵尊を

巡る・・」が１００名の参加者で開催された。 

 727年に創建の秋葉神社。専長寺は本堂、山

門などが金沢市指定の有形文化財。めずらし

い船板を使った板塀を見て金石の小路をジグ

ザグ散策して藩政期の雰囲気を味わった。 

 銭屋五兵衛の墓・飴買い伝説の本龍寺、日

吉神社では曳山を見学。大野弁吉・丸屋伝衛

門の墓の傳泉寺を巡り、もろみ蔵で醤油ソフトク

リームを食べて、12：10ごろゴールした。 

 大野湊神社旧拝殿には横幅１５メートル最大

の「源平盛衰絵馬」が見もの。 

！ 

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

水道公園でロング、

ショートコースと分かれ、

ショートコースは高岡

駅にゴール。ロング

コースはおとぎの森公

園か瑞龍寺、前田利

長公墓所経由で高岡

駅にゴールした。 

 １１月２２日（日）晩秋のＪＲ鉄道高岡駅に１３０名のウオー

カーが参加して第126回健康ウオーク「歴史都市高岡 

ウォーク」が開催された。 

 橋本さんの司会で開会式が行われ、コース案内、赤松

さんのストレッチを行い9：12分にスタートした。今回は高岡

ウオーキング協会の皆さんも参加協力いただき、古城公

園では紅葉の中を堀沿いを歩き本丸跡では前田利長 

公の銅像前で解説をいただきました。 

 高岡は慶長１４年（1609）加賀藩２代当主前田利長 

  公により開町され、地の

利の良いこの地に築城し「高

岡」と命名し、同時に商人や

鋳物師を招き、高岡繁栄の

礎を築いた。 

 日本三大大仏の高岡大

仏で休憩を取り、土蔵造りの

街並み、高峰譲吉生家跡、

金谷町緑地公園で休憩。金

谷町を通り高岡ならではの

街並みを満喫した。 

 

少し寒いくらい 

の朝となり絶好のウ

オーキング日和！ただ

し昼から雨の予報の通

り、ゴールしてすぐに強

い雨がふりだし難を逃

れた。 

 年間を通じて、いつでも誰でも気軽にウオーキングを楽

しめる「ウオーキングステーション」が１月より金沢駅前の

「足湯カフェ・トキ」（金沢市本町１－６－１ やわらぎ金沢１

階、電話076-224-0115）に開設されることになりました。石

川県では初めて、北陸では富山県の高岡駅観光案内所

に次いで２か所目になります。利用料200円を払い、コー

ス地図を受け取って完歩すると、国際市民スポーツ連盟

（IVV）の認定が受けられます。 



と連携し、志雄運動公園を会場に宝達志水町羽咋市、か

ほく市の親子80名が「歩育楽校」に参加した。 

 １１月１日は５回目となる角間里山での「四季の森歩育

楽校」が開催され約80名の 

親子が角間里山から大学キ 

ャンパスを巡る約3キロのコー 

スを歩き、同時開催された 

「角間里山まつり」を楽しみ 

ました。 

 

◇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◎ 

 １０月２５日は「西部緑地公

園歩育楽校」として、産業展

示館4号館で開催された「い

しかわ子育て支援メッセ」の

共催事業として実施され親

子・スタッフ80名が参加した。 

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

七尾ウオーキング協会 0767-62-4415 廣里事務局長 小松ウオーキング協会 0761-22-2582 河村会長

内灘町ウオーキング協会 076-237-1299 荒木事務局長 かがウオーキングクラブ歩歩 0761-74-8642 岡谷代表

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 山中温泉ウオーキング協会 0761-78-0815 坂下会長

月 日 曜日 主催 内容 開催地（集合場所） 備考

1 祝 小松 初詣ウオーク小松市内４社巡り JR小松駅

2 土 七尾 初詣ウオーク 七尾市役所

9-10 土日 第18回下田水仙ツーデーマーチ 静岡県 東海北陸リーグ

10 日 県協会 新春ウオ－ク白山さん初詣 北鉄野町駅 1月例会

11 祝 白山 白山・美川の神社と美川伏流水群を巡る JR美川駅 新日本紀行100選

11 祝 内灘町 新春初詣ウオーク

18 日 かが 北の庄・冬の町並み

24 日 小松 第14回総会 小松市

7 日 県協会 2016年通常総会

7 日 野々市 第8回総会 カメリアホール

14 日 七尾 総会と万葉ウオーク下見 ワークパル

21 日 かが 2015年報告会

21 日 県協会 第129回健康ウオーク　金沢の寺院巡り 金沢市 2月例会

未定 内灘町 ウオーキング教室

6 日 小松 第237例会 野々市周辺

12 土 県協会 第130回健康ウオーク　小矢部市城山公園と埴生八幡宮を訪ねて 3月例会

13 日 七尾 第8回能登和倉万葉の里ウオーク わくたまくんパーク

19-20 土日 第10回信州須坂シルクと蔵のまちツーデーウオーク 長野県 新幹線ウオーク候補

19-20 土日 第19回早春淡墨桜浪漫ウオーク 岐阜県 東海北陸リーグ

20 日 白山 白山・公共施設を巡る 白山市

26-27 土日 第4回さいたマーチ見沼ツーデー 埼玉県 新幹線ウオーク候補

27 日 かが 第178例会「春の芽生え湖北台地の道」

27 日 小松 第238例会 金沢城周辺

27 日 野々市 松任グリーンパーク周辺ウオーク 白山市

未定 内灘町 第7回内灘ロマンチックウオークプレ大会 内灘町役場
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 １０月３１日は16番目の市町共催事業として宝達志水町 



  は苗名滝駐車場にバスで行き、滝見学を終えＡ
コースの到着を待ちました。苗名滝からはＡ・Ｂコースの混
合で４つのグループに分け、帽子に赤色、黄色、紫色、緑
色のリボンが付け、グループが一目で判読でき、それぞ
れの隊長指揮の基でのグループ歩行で、苗名滝出発時
には少しの雨が有りましたが、雨具を使う程でもなく直ぐ
に上がり雨具無しの一日となった。 

かほくウオーキングクラブ「にゃんたろう」 

              会長 坂井正靱 氏  

 かほくウオーキングクラブ「にゃんたろ

う」は、平成26年4月に設立されたまだ

若いクラブです。会員の健康づくりとふ

るさと学習を促進することを目的として

日々活動を行っております。また、ウオー

キングを通じて、かほく市民全体の融和 

  

（３） 

◎ＩＷＡ加盟団体紹介コーナー 

 

  

 

  

（３） 

  １０月１１日小松ウ
オーキング協会は小
松市大杉町「大杉町 
自由広場」に７０余名
の参加者で開催した。
開会式では、河村会
長のあいさつ、西村
副会長のコース説明、
橋本副会長による準 

 １０月２１日（水）石川

県ウオーキング協会

の特別例会「北陸新

幹線で行く錦秋の軽

井沢探訪ウオーキン

グ」は３４名の参加で

開催した。 

◎県内のイベントレポート◎ 

ＫＷＡ梯川をさかのぼるシリーズ⑤開催！  

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

 小松ウオーキング協
会は１０月２日（金）第
230回例会バスdeウ
オーク「苗名滝と妙
高、赤倉の自然歩道
を歩く」を８６名の参
加者で開催した。 
 小松を午前６時に
出発し、Ａコースのス
タート地点「水辺の広 

ＮＷＡ「七尾市スポレク協賛ウオーク」開催！ 

 １０月４日（日）七尾
市城山陸上競技場
にて「第１０回七尾市
スポレク協賛ウオー
ク」が４０名の参加で
開催された。 
 開会式後、競技場
に集まった多くの市
民の拍手を受けて
出発。Ｂコースは公 

を目指しております。我々は、常日頃か市民に開かれたク

ラブでありたいと考えており、例会では、会員外からも広く

参加を受け入れています。設立から、1年半がたちますが、

例会を開くたびに参加者も増え、ここまで着実に歩んで

きております。 

 さて、昨年度から募集されていた「新日本歩く道紀行

100選」に、かほくウオーキングクラブ「にゃんたろう」から応

募した2つの道が選定されました。歴史の道として「哲学

者 西田幾多郎にふれる道」、文化の道として「大海西山

弥生の里探訪コース」の2つの道です。市内はもとより、市

外のウオーキング愛好者の皆さんにもぜひかほく市を訪

れていただき、この2つの道を歩いてほしいと考えておりま

す。そして、かほく市の魅力に触れていただきたいと考え

ております。 

 来年度は、100選に選定された道を歩く例会も予定して

おります。その際には、県内の各協会の皆様のご参加を

心よりお待ちしております。  

 軽井沢駅の改札口を出ると、地元歩こう会をはじめ軽

井沢観光協会、町社会福祉協議会、町役場の関係者な

ど10人以上の出迎えを受け、参加者一同、びっくりすると

同時に大感激しました。特に、歩こう会の皆さんはコース

案内や現地ガイドまでしていただき、おかげで安心してウ

オーキングを楽しむことができました。 

  旧中山道碓氷峠の目の覚めるような紅葉、森の中にた

たずむ室生犀星記念館の落ち着いた雰囲気、霧に包ま

れた雲場池の幻想的な光景など、変化にとんだ、美しい

軽井沢を満喫した特別例会でした。 

備体操、次回例会案内等があり、９時１５分にスタートした。
なおコースはＡコース１３キロ、Ｂコース７キロの２コース。 
 自由広場を出発し大杉谷川左岸を約３キロは緩い下り
道で難なく通過。赤瀬ダムは治水ダムですが貯水量はゼ
ロだった。水分補給後、堰堤を渡り右岸をさかのぼり、今
回のコースで大杉谷川最上流点の里山自然学校大杉
みどりの里で休憩を取り、川の左岸を通りゴールした。 

ＫＷＡ苗名滝と妙高、赤倉の自然歩道を歩く開催！  

場」に到着、幸運にも雨はなく、歩道のぬかるみも見当た
らず、出発時の心配が外れホッした。 
 Ａコースは準備体操後、苗名滝に向かい、Ｂコース 

園内路から田園地域を通ってゴールし、Ａコースは清水
観音から明治22年の町村制で出来た旧矢田郷村と旧東
湊村の辺の里山から切り出された孟宗竹で垣根を作っ
た「竹垣の里」、田園地帯を数キロ歩いて再び希望の丘
公園で休憩。ここからＢコースと同じ道をウオークし、陸上
競技場にゴールした。晴天に恵まれ多くの方に参加して
いただき盛会となった。 



○東北リーグ「瑠璃色ロマン田沢湖大会」・マスター賞 

一花 章、尾崎綾子、毛利勝幸 ○関東甲信越リーグ 

「富士河口湖大会」毛利勝幸（２回目） ○近畿リーグ

「高野山大会」毛利勝幸 ○九州リーグ「別府・大分かぼ

す大会」・マスター賞 廣里重信（２回目）、毛利勝幸  

◇ＪＷＡ地球一周認定（敬称略 2015.11-12月号より） 

 ・25000キロ尾崎綾子 ・15000キロ徳井昇 ・12000キロ  

  神保輝雄（お詫び 9-10月号記入漏れ） 

（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記録認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより）◎ 

○新会員のご紹介（10～12月） 

▽相川潤子（金沢市）▽犬丸文夫（能美市）▽中野政江

（金沢市）▽高木良子（金沢市）▽松田清美（金沢市）▽

安田美代子（金沢市）▽新名豊子、新名信彦（金沢市）

▽大畠重衛（金沢市）▽笠野藤紀男（白山市）▽木下和

良（白山市） 

○新しい会員証とダイアリーを同封しました 

 来年の会費をお支払いいただいた方には新しい会員

証（青）と2016年版のウオーキングダイアリーを同封しまし

た。早速に更新手続きをしていただき、ありがとうござい

ました。来年も引き続きご活躍いただきますようお祈りい

たします。なお、会費を払ったのに新しい会員証が同封さ

れていなかったという方は、お手数ですが事務局までご

連絡ください。更新手続きがお済みでない方は早めにお

願いいたします。 

○駐車場の利用ルール変更について（お願い） 

 県協会の事務局が入居している石川県平和町庁舎に、

12月から新たに８団体が引っ越してきました。この結果、６

台分しかない来客用の駐車スペースがさらに窮屈になる

ことが予想され、利用する際は受付簿にナンバー、用件

先などを記入しなければならなくなりました。事務局にお

出での際はできるだけバスの利用か乗り合わせで、ご協

力をお願いします。 

○全国大会のパンフが届いています 

▽第24回いぶすき菜の花マーチ（1/23,24＝鹿児島県）▽

第15回うらそえツーデーマーチてだこウオーク（2/6,7＝沖

縄県）▽第26回南房総フラワーマーチ（3/5,6＝千葉県）

▽第29回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ（3/12,13＝岡山

県）▽第10回信州須坂シルクと蔵のマチツーデーウオー

キング（3/19,20＝長野県）▽第14回讃岐うどんつるつる

ツーデーウオーク（4/2,3＝香川県） 

◎県内共通パスポート表彰者 （10月～12月、敬称略） 

【300回】東健（県）【200回】大部恵美子（県）米田純子

（県）米田実（県）【150回】釜本隆司（小松）田中重夫（小

松）【100回】西川利夫（小松）清水徳典（七尾）【50回】小

島光男（県）福田幸代（小松）中川莞司（小松）石黒高心

（県）【225回】枝一郎（申告） 

◎各地区マーチングリーグ表彰者◎ 

◇ＩＶＶ回数記録認定（敬称略 2015.11-12月号より）  

 ・700回西山正夫、西山美紀 ・500回廣里重信 ・400回 

 米田純子、米田実 ・300回安江和子、安江重雄 ・100回 

 喜多紀恵、高崎美知子 

◇ＩＶＶ距離記録認定（敬称略 2015.11-12月号より） 

 ・21000キロ津沢敬子 ・10000キロ廣里重信 ・7000キロ 

 米田純子 ・5000キロ松林知一 ・1000キロ岡本真一 

 喜多紀恵、高崎美知子、橋田富子 

◇日本の歩きたくなるみち500選（敬称略 2015.11-12月号 

 より） ・400コース完歩者 西山正夫、西山美紀 

ＮＷＡ「南大呑薬師の里ウオーク」開催！ 

 １１月１日（日）小松ウ
オーキング協会は、
最高の秋晴れに恵ま
れた金沢湯涌みどり
の里に９０名の参加
者で開催した。 
 開会式では二川さ
んがあいさつし、準備
体操を行いスタート 

ＫＷＡ「金沢湯涌温泉と江戸村」開催！   

 １１月８日（日）雨の
降り続くなか、七尾市
有磯小学校に３４名
の参加で「南大呑薬
師の里ウオーク」が
開催された。開会式
では廣里総括副会
長、吉田町会長のあ
いさつがありスタート。
富山県に向い熊淵 

した。散策路を通り旧江戸村、白雲楼ホテル跡地に向か
い、その昔の豪華を誇った、江戸村やホテル跡地を見学し
た。毎年ＴＶニュースや氷室饅頭おなじみの氷室小屋に
到着。案外実物を見た人が少く雪室大きさに感嘆！！湯
涌温泉街を一路浅ノ川下流に進み、Ｂコースと分離、Ａ
コースは西市瀬橋でＵターンした。その後金沢創作の森
展望第経由で創作の森。昼食後約３０分でゴールした。 

川に沿って田圃が広がるお寺で休憩。その後「薬師の里」
到着、コースは再び海岸線に出て漁港。県境に近い大泊
町のお寺で休憩。仏島や遠くの「虻が島」も見えたところ
ででUターンし、海岸沿いを歩きゴールの有磯小学校に
到着した。 


