
 ８月２４ 日（日）ＪＲ金沢駅東口地下イベン

ト広場に約７０名の参加者が集合。開会式で

谷内迪子石川県ウオーキング協会副会長

があいさつ、近藤さんのコース説明、竿下さ

んのストレッチを行い、14：15スタートした。 

 曇模様の蒸し暑い天候でしたが、東別院

前を通り彦三緑地で休憩、旧北国街道を進

み東金沢駅で休憩。このころから雨が多くな

り、16：25ごろ全員が無事ゴールした。 

 小学１年生と２年生も参加し元気に完歩し 

             ていた。また、 

             終了後、別 

             会場で暑気 

             払が開催さ 

             れた。 

特定非営利活動法人 石川県ウオーキング協会 会報 
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（１） 新装７号 

 

第１１１回健康ウオーク   

コ－ス（約９キロ） 

金沢駅～東別院～武蔵

が辻～彦三緑地～小橋 

 第１１２回健康ウオーク   

 ７月９月１４日（日）絶好の秋晴れのなか内灘町役場前

に１１０名のウオーカーが集合した。開会式では１０月に開

催される氷見キトキトウオーキング実行委員会より役員の

方があいさつ、ス 

トレッチを行いス 

タートした。 

今回は内灘ウオ 

ーキング協会と 

の共催で河北潟 

と日本海を眺望 

できるコースで、 

蓮湖渚公園や名 

９月２８日（日）しいのき迎賓館に於いてピンクリボンメッ

セージウオーク２０１４が約８００名の参加で開催した。 

天気にも恵まれ、ピンクリボンの輪が少しずつ着実に広

がっており、ゲストの山本敬子さん、ミスユニバース石川県

代表のみなさんなどがステージを盛り上げてスタート。金

沢城～香林坊～竪町の約４キロをウオーキングした。 

～森山北～山の上～鳴和～小坂町～東金沢駅～乙丸

町～浅野本町～金沢駅 

所恋人の聖地、はまなす遊歩道、学園緑地などゼロメート

ルから内灘台地まで素晴らしい自然を感じ、内灘の新た

な魅力を満喫した。 

コース（１０キロ）内灘町役場～蓮湖渚公園～内灘大橋～

白帆台第３公園～権現森公園遊歩道）～恋人の聖地展

望台～サンセットパーク～はまなす遊歩道→学園緑地→

内灘町役場（ゴール） 



◇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◎ 

東海北陸マーチングリーグ公認大会 

○第１１回氷見キトキトウオーキング 
 ・１０月２５日（土）２６日（日）  
 ・富山県氷見市 
 ・ 0766-74-8446 （実行委員会） 
○第１１回おわせ海・山ツーデーウオーク 
 ・１１月１５日（土）１６日（日） ・三重県尾鷲市 

 ・0597-23-8223 （実行委員会） 

○第１７回河津桜ツーデーマーチ 
 ・2015’２月７日（土）８日（日） ・静岡県河津市 

 ・0558-22-0118（実行委員会） 

○第１８回早春薄墨桜浪漫ウオーク 
 ・2015‘３月１４日（土）１５日（日） ・岐阜県本巣市 

 ・058-323-7764（実行委員会） 

○第１２回名古屋ツーデーウオーク 
 2015’４月４日（土）５日（日）  ・愛知県名古屋市 

 ・070-5405-9173（実行委員会） 

 

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 松本事務局長

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 090-7484-1778 二川事務局長

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 距離 集合場所
受付
開始

スタ
ート

終了
予定

備考

18 土 県協会 金沢マラソンコースを歩く① 16km 金沢市役所 8:15 8:50 14:00 ゴールは金沢市役所

19 日 県協会 金沢マラソンコースを歩く② 18km JR金沢駅東口 8:15 8:50 14:00 ゴールは金沢駅

19 日 県協会 七尾市「希望の丘公園」の歩育楽校 2km 七尾市希望の丘公園・さくらの広場 9:00 10:00 12:00

19 日 野々市 バスツアー　福井・勝山ウオーク 会員限定

19 日 小松 岳山と苔の里日用を訪ねる 17km、13km 津波倉町会館 8:00 9:00 14:00

19 日 かが 飛騨国・円空信仰の道

19 日 山中温泉 さわやかウオーク（５００選コース） お尋ねください

26 日 県協会 能美古墳群「古代ロマンを巡る歩育楽校」 ふるさと交流研修センター「さらい」 9:00 9:30 12:00

1 土 県協会 白山ろくの里山ウオーク 13km、8km 吉野工芸の里 8:30 9:00 13:00

2 土 県協会 角間の里歩育楽校

2 日 小松 湯尾峠と今庄宿の町並みを歩く５００選 20、16、11km JR南条駅 8:00 9:00 14:45

9 日 かが 大野もろみ蔵の道

15 土 内灘 高岡紅葉ウオーク

15 土 小松 梯川をさかのぼるシリーズ④荒俣峡と赤瀬ダム 19km、11km 松東公民館、せせらぎの郷 8:00 9:00 14:40 11kmは1時間遅れ

16 日 県協会 重伝建シリーズ２　能登天領・黒島を訪ねて 10km 輪島市役所門前総合支所 9:30 10:00 14:00

16 日 七尾 林道・城石線ウオーク（多根町～石動山往復）

16 日 野々市 北部緑地公園周辺ウオーク お尋ねください

16 日 山中温泉 さわやかウオーク（５００選コース） お尋ねください

24 祝 白山 金沢湯涌江戸村＆湯涌温泉・栃尾山探訪ウオーク　 12km 金沢湯涌みどりの里 8:30 9:00 12:30 入園料必要

6 土 白山 白山・公共施設を巡るウオーク 12km JR松任駅南口　ふるさと館 8:30 9:00 12:30

7 日 県協会 新幹線開業・金沢町並み再発見ウオーク 10km JR金沢駅東口地下広場 8:30 9:00 12:30

7 日 小松 納会ウオーク

7 日 かが しばやま水路と美術館の道

7 日 山中温泉 さわやかウオーク（５００選コース） お尋ねください

14 日 七尾 納会ウオーク

10

11

12

白山と共催 



       ウオーキングと私！   

        平成13年、国の施策を受けて、健康 

       かが21が発表されました。健康推進事 

       業についての講習会の中で、気軽に運 

       動を継続出来るメニューは無いか問 

       いかけが有り、ウオーキンはどうかと提 

       案しました。全員の賛同を受け、「かがウ

オーキング」の活動がスタ―トしました。当初は市内のコー

スを１時間余りでしたが、石川県ウオーキング協会設立委

員として同１５年４月、県協会に登録し現在に至って 

います。市協会の設立も考えましたが、倶楽部として楽しく

活動出来る様、登録会員のみでの運営です。新会員の

加入は、会員の紹介により、年度初めに受付します。 

 内容は県内外の文化、歴史を電車、バスを利用し、又

現地集合でのコースを楽しんでいます。「こんな場所に来

られると思わなかった」の声を聞きながら、８０余名の顔と

名前が分かる楽しい「歩歩」の活動です。 

 

（３） 

◎ＩＷＡ ５か年ビジョン（その２）◎ 

かがウオーキングクラブ歩歩 会長 岡谷 吉雄氏  

ＩＷＡビジョン委員会が今年策定した「ＩＷＡ５か年ビジョン」
を何回かに分けて紹介します。 
■具体的目標（８月号のつづき） 
⑤歩くスポーツ運動の多様化（ノルディック、トレキング、トレ 
 イル、オルレなど）が進展するなかで、他団体との連携 
 をはかり、歩行文化の創造、歩行活動による地域貢献 
 に寄与する。 
⑥県内全域における活動領域の充実をはかり、自治体、 
 各種団体との連携により、県内すみずみでウオーキン 
 グ貢献事業を展開する。 
⑦「スマートライフウオーク」や「四季のかなざわウオーク」 
 「イヤーランドウオーク」など新コンセプトの事業への取り 
 組み、実現をはかる。」 
■具体的施策 
①組織基盤の強化 ②社会貢献事業の 
創出 ③資格取得者による地域貢献活 
動の強化 ④ウオーキングマネジャーの 
創出（各項目の詳細はＩＷＡ５か年ビジョ 
ンをご覧ください） つづく 

 ９月１１日（木）10：00より石川県女性センター２Ｆに於いて

ＪＷＡ指導員対象の「更新対象研修（スキルアップ研修

会）」が３５名の参加者で開催された。ＪＷＡ指導員は更

新条件として単位が必要となり、年に２単位以上３年で６

単位以上が必要となる。 

 今回の研修は金沢学院大学教授の平下政美氏が「”

つながらせる”ためのウオーキングの在り方」と題した講義 

で、つながらせるためには以下のステップが必要となる。 

①気がつくこと。（自分の環境を認識する）②始める。③１

日平均 8,000～1万歩目標！④つなげる。ステップが必

要である。また、健康のためには運動と栄養が必要で、運

動は高齢者にはウオーキングが効果的である。肥満はさ

まざまな病気を併発するので、肥満を解消することが第

一条件となりウオーキングに加え家庭でできる筋トレを行

うとより効果的である。 

 食事は「６：３：３：１の原則」で栄養バランスをタンパク質６

に対し、野菜を３、 

炭水化物３、果物 

１の割合で食べる 

順序もスープ（味 

噌汁）、野菜、タン 

パク質、炭水化物 

（ごはんなど）を 

食べるのがいい。 

 

◎ＩＷＡ加盟団体紹介コーナー 

 

  

 

  

加賀百万石ツーデーウオーク実務者会義開催 

９月２８日（木）18：30より近
江町交流プラザにて第１回
企画広報委員会が開催さ
れた。委員会の今年度の
目標を再確認。加賀百万
石ツーデーウオークの概
要を確認、意見交換を行
い成功を誓った。 

 ９月３０日（火）午後６時半より石川県平和町庁舎会議

室に於いて「第１２回加賀百万石ツーデーウオーク」実務

者会議が開 

催された。 

 冒頭北会 

長は新幹線 

金沢開業の 

記念大会で 

あり３年間準 

備を重ねて 

きたので、 

参加者５,０００名の大きな目標に向けて、ぜひ成功させま

しょうと訴えた。 

 なお、第２回「第１２回加賀百万石ツーデーウオーク実

行委員会」の開催は１０月下旬を予定している。 

 

各委員会だより 

 指導委員会 更新対象研修会開催！    

第１回企画広報委員会開催！ 

七尾ウオーキング協会９月例会レポート 

９月２１日（日）七尾市天神山小学校に約１５０名の参加者

で、七尾城址ウオーク (７３回七尾城まつり共催)が開催 

               された。  

               出発式では七尾市 

               教育次長からのあい 

               さつ、一花さんのス 

               トレッチでスタート。 

               １７０年続いた能登 

               畠山家の居城・七尾 

               城址を満喫した。 

◎県内のイベントレポート◎ 



 ９月２８日 

(日)泉谷市 

長のご理解 

をいただき 

４年連続と 

なる珠洲市 

歩育楽校 

が、世界農 

業遺産の里 

山里海をステージに、地元珠洲市、加賀市の親子約９０

名が地域を超えた交流と外歩き、外遊びを楽しみました。 

 開校式では実行委員長の谷内迪子・県ウオーキング

協会副会長、珠洲市の神徳俊雄・福祉課長があいさつし、

準備運動として幼児期に必要な運動を取り入れ創作し

た石川オリジナルのリズムダンス「てくてくワンダーフォー」

の振付を創作した高木香代子・金沢学院大学講師が元

気で楽しいダンスの講習を行いました。  

 「岬歩道歩こう大会」の一部参加として、パノラマ拡が

る木ノ浦海岸からゴールのキャンプ場までの約1１.２キロを

歩き、キャンプ場の森の広場で北陸学院の生徒が準備し

たシャボン玉づくりやニュースポーツを楽しみ、子どもたち 

                のお楽しみ抽選 

                会で閉校とし、引 

                き続き「岬歩道大 

                会」の昼食、抽選 

                会などを楽しみま 

                した。 

 

  

（４） 

△事務局からのお知らせコーナー▽ 

編集部よりお知らせ 

 「ＩＷＡウオーキングだより」「ＩＷＡホームページ」に
掲載している写真をご希望の方は下記アドレスまで
メールを頂ければ原画サイズで提供します。ご連絡 
お待ちしています。yuecha@384.jp （編集部植茶） 

◎県内のイベントレポート◎ 

○11月1日に特別例会を開催します 

 今年の白山手取川もみじウオークは北國新聞社の都

合で中止になりました。その代わりに11月1日（土）白山ウ

オーキング協会と県協会合同で特別例会「白山麓の里

山ウオーク」（13km／8km）を開催します（チラシ同封）。美し

い日本の歩きたくなるみち５００選の認定コースです。ふ

るってご参加ください。 

○11月例会は能登の門前を訪ねます 

 県協会の11月例会は11月16日（日）輪島市門前町で開

催します。昨年ご好評をいただいた県内の重要伝統的建

造物群保存地区（重伝建）を訪ねるシリーズの２回目で

す。なお、穴水から門前まで朝の時間に路線バスがない

ので別途マイクロバスを手配します。そのためバス利用の

方は必ず事前申し込みをお願いします（チラシは前号に

同封済み）。 

○来年歩いてみたいコースを教えてください 

 来年の事業計画を考える時期になりました。例会で歩

いてみたいコースやテーマ、行ってみたい場所、参加した

い全国大会などを教えてください。新幹線やバスツアーの

アイデアもお待ちしています。 

○会員更新手続きをお願いします 

 来年の会費の振込用紙を同封しました。入金によって

会員更新手続き完了となります。更新された方には次号

会報（12月発行）送付時に新しい会員証、来年のダイア

リー等をお届けします。来年も引き続き、会員としてウオー

キングを楽しんでいただけるようお願いします。なお、退会

される方はお手数ですが事務局までその旨をご連絡くだ

さい。 

○ご家族、友人をお誘いください 

 一人でも多くの方にウオーキングを楽しんでいただける

よう、歩く仲間を増やしたいと思います。会員更新手続き

に合わせて、ぜひご家族や友人・知人にも入会をお誘いく

ださい。ホームページからも申し込みできます。ご連絡い

ただければ入会案内等の資料を郵送いたします。 

○新会員のご紹介（８月～９月）敬称略 

田中勇介（金沢市）素都三知代、素都益光（野々市市） 

○訃報 

 会員の北かづ代さん（金沢市）が9月21日に逝去され

ました。享年71。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

【３００回】中西幸子（小松）【２００回】大田則子【１００回】尾
澤房子（山中）上野孝子（山中）【５０回】長井薫（山中）太
田繁夫、東森哲一（小松）蔵由喜枝（小松） 
（８月以降の表彰者＝（ ）は申請協会、なしは県協会） 

 宮越友孝 ・30回 伊勢徹三郎、奥池麗子、小西数男、 
 小西美和子 
◇ＩＶＶ距離記録認定（敬称略 2014.9-10月号より） 
 ・20000キロ 津沢修 ・19000キロ 津沢敬子 
 ・11000キロ 西山美紀 ・9000キロ 河村洋、廣里重信   
 ・6000キロ 米田実 ・5000キロ 橋本恒治、橋本吉昭 
 ・4000キロ 一花章、多田和美 ・3000キロ 植村求、 
 藤島紀子  
 

珠洲市親子の集い「パノラマ海岸・歩育楽校」 

ＪＷＡ認定取得者（ＪＷＡウオーキングライフより） 

◇ＪＷＡ認定（敬称略 2014.9-10月号より） 

  ・10000キロ 山岸博  ・8000キロ 神保輝雄 

  ・40000キロ 橋本久雄  ・27000キロ 東 健 

◇ＩＶＶ回数記録認定（敬称略 2014.9-10月号より）  
 ・700回 津沢修、津沢敬子 ・600回 近藤慎一、 
 西山正夫、西山美紀 ・500回 東 健 ・200回 
 植村求、藤島紀子、古川隆博 ・100回 梅林泰子、 

                  つづく 

県内共通パスポート表彰者 

○ 
○ 


