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（１）

８月２６日（日）ＪＲ高山線越中
八尾駅前発着にて石川県ウオーキ
ング協会、小松ウオーキング協会
共催「越中八尾街巡り」に１２０
名の参加者で開催された。
受付では西日本豪雨災害募金行

い多くの方のご協力がありました。
開会式では大路石川県ウオーキ

ング協会会長、二川小松ウオーキ
ング協会会長があいさつしくれぐ
れも熱中症を起こさないため適切
な水分補給をして万全の予防をし
ましょうと訴えた。ＩＷＡ小松隆
さんがコース説明。小松協会橋本
さんの指導でストレッチを行いス
タートした。
気温３５度、湿度６０％の蒸し

暑い日中の為、安全を期してコー

〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇

９月２２日
（土）石川県
ウオーキング
協会は国指定
史跡探訪シ
リーズ３回目
「彼岸花咲く
狐山と法皇山
古墳を訪ね
て」を加賀市

スはショートカッ
トウォーキングに
なりました。９月
に本番が行われる
「八尾おわら風の
盆」の風情ある街
並みを巡りながら
１２時半に八尾駅
にゴールした。
写真提供大谷勝氏

群生している
土手を進みこ
こで集合写真
を撮り「法皇
山（ほうおう
ざん）」横穴
古墳郡展示館
と２００基も
の墳墓群で北
陸最大級の横

ＪＲ動橋駅発着にて６５名の参加者で開催した。
午前９時より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、松林知一専務理事のコース説
明、橋本吉昭内灘ウオーキング協会事務局長の例会案
内、竿下るり子常務理事の指導のストレッチ後、ス
タートした。
スタートしてしばらくすると新幹線工事現場を横切

り、彼岸花の咲き誇る国史跡「狐山古墳」を見学し、
動橋小学校近くの動橋川沿いの桜並木に彼岸花が

穴群を見学し、その後、未舗装の趣のある山道を進み
分校チハカ古墳群で休憩し、午前１１時５０分ごろＪ
Ｒ動橋駅にゴールした。
早朝の大雨も出発式のころには晴れ間が広がり、さ

わやかな絶好のウオーキング日和となり、５～７世紀
の古墳群巡りに古代の思いをはせ、いい汗を流した。



◇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◎

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 川端事務局 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

（２）

月 日 曜日 主催 内容 開催地（集合場所） 備考

14 日 県協会 10月例会　小松飛行場一周ウオーク 8：30安宅の関駐車場

14 日 小松 歴史の道「西田幾多郎を辿る道」 8:20かほく市役所

14 日 かが 207回例会／能登禄剛崎灯台の道 珠洲市

20-21 土日 東海北陸 第15回氷見キトキトウオーク 富山県

21 日 県協会 千寿閣ウオーク 8：30卯辰山千寿閣 共催

21 日 野々市 奥卯辰山紅葉ウオーク 金沢市

28 日 県協会 金沢マラソン いしかわ四高記念公園 協力

28 日 小松 北陸道ウオーク「小杉～富山」 9：00あいの風とやま鉄道小杉駅

28 日 能美市 鍋谷・和佐谷林道紅葉パワーウオーキング 7：45辰口福祉会館 後援

3 土 県協会 第5回いたばしウオーキング大会 8：00板橋区徳丸ケ原野球場 特別例会

3 土 小松 健康ウオーク⑤

4 日 県協会 角間里山・四季の森歩育楽校 金大角間キャンパス 共催

4 日 県協会 子育て支援メッセ歩育楽校 西部緑地公園 共催

4 日 県協会 第15回ｸﾘｰﾝ・ｳｵｰｸin Lagoon Land～河北潟干拓地～ 河北潟農業研修館 協力

4 日 かが 208回例会／三里浜グリーンパークの道

11 日 野々市 津幡・歴史国道北陸道を歩く 津幡町

17 土 内灘町 秋の鯖江ウオーク 9：30ＪＲ鯖江駅

17-18 土日 東海北陸 第15回おわせ海・山ツーデーウオーク 三重県

18 日 県協会 11月例会　金沢のお地蔵さん巡り③ 8：30金沢駅地下もてなし広場

18 日 七尾 富山湾岸ウオーク

24 土 小松 健康ウオーク⑥ 小松市

1 土 県協会 12月例会　バードウオッチング邑知潟を巡る道 8：30コスモアイル羽咋

2 日 小松 納会ウオーク 小松市

2 日 かが 209回例会／冬鳥の舞う木場潟の道 小松市

7 金 内灘町 忘年会

9 日 七尾 納会ウオーク 七尾市

2 水 七尾 初詣ウオーク 七尾市役所

13 日 県協会 1月例会　初詣ウオーク

10月

1月

12月

11月



◎県内のイベントレポート◎

（３）

＜訂正とお詫び＞
８月号にて紹介しました「東海北陸マーチングリー
グ・スーパーマスター賞の受賞者永井久喜さんの苗字
が「長井」となっていましたこと、訂正してお詫びい
たします。

受賞の永井久喜氏

８月５日

（日）七尾ウオー

キング協会は道の

駅織姫の里発着の

「早朝・納涼ウ

オーク」を35名の

参加者で開催した。

今年の猛暑で通

常より１時間早め

１１月４日（日）角間里山「四季の森歩育楽校」、
子育て支援メッセいしかわ2018共催事業西部緑地公

わたしらしい「健康」を。

“リンククロス”とは？
リンククロスとは、あなたに心地よく、楽しく、

健康を維持していただくことをコンセプトとし

た、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命の健康

サービスブランドです。

リンククロスで、たくさんの人に気持ちいい毎

日を。心地よい幸せを。

リンククロス

８月２３日
（木）小松市のイ
オンモール新小松
３階にあるスポー
ツオーソリティ新
小松店の「ウオー
キングステーショ

ン開設記念ウオーク」が６０名の参加者で開催された。
出発式では二川忠雄小松ウオーキング協会会長、岩

崎文則スポーツオーソリティーストアマネージャー、
大路孝之石川県ウオーキング協会会長があいさつし、
ストレッチを行いスタートした。県内有一のウオーキ
ングステーションを発着とし、木場潟や浅井畷古戦場
などを回った。コースは当初15キロだったが、猛暑を

考慮し10キロとし
た。コースは500
選を含む３本の15、
14、13キロが設定
され、いつでも
ウーキングを楽し
みながら、ＩＶＶ
認定を受けること
が出来る。写真提
供広野正芳氏

９月２３日

（日）しいの

き迎賓館にて

ＩＷＡ協力

「ピンクリボ

ンメッセージ

ウオーク」

が２５０名の

参加者で開催

された。

午前１０時より開会式、１１時にスタートし金沢城

公園～兼六園～県立美術館～鈴木大拙記念館～竪町～

香林坊～しいのき迎賓館ゴールの約4.5キロをウオーキ

〇「歩育楽校」予告！

ングした。会場で

は、ピンクスイー

ツの販売、がん予

防の対談などのイ

ベントがあり、石

川県ウオーキング

協会はスタッフと

して１０名が協力

した。

写真提供俵政昭氏

園「森歩育楽校」
が同時開催されま
す。この２つの事
業に損保ジャパン
日本興亜ひまわり
生命が協賛企業と
してご協力いただ
くことになりまし
た。なお、当社は
ＩＷＡ団体会員と
して入会されまし
た。
＊Ｐ4 事務局だよ
り記事参照

た出発式で辻口会長がこまめ水分補給で熱中症対策を
お願いしますとあいさつした。一花指導員のストレッ

チ後、スタートした。国道195号線
バイパス、新能登変電所、真言宗
圓光寺奥の不動明王不動の滝に到
着。この滝は泰澄大師が開いたと
いわれており、ここで記念写真と
休憩を取り、鹿島小学校、中能登
町鹿島町庁舎経由ラピア鹿島で小
休止して、３０度を超える真夏日
のなか、１０時ごろ全員無事「織
姫の里」にゴールした。



６月２７日（水）

東京国立オリンピッ

ク記念青少年総合セ

ンターで開催された

平成３０年度定時総

会において総会記念

表彰で石川県ウオー

キング協会の東健さんと橋本吉昭さんが「功績表彰」

を受賞されました。受賞おめでとうございます。

○新会員のご紹介（6月～8月、敬称略）
▽坂口俊夫（金沢市）▽芳里和子（金沢市）▽山川

しず子（金沢市）▽小川正（金沢市）▽吉田準、英子

（金沢市）

○ひまわり生命保険が団体会員に
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険（株）金沢

支社がこのほど、石川県協会に団体会員として入会し

ました。同社はウエブ上で健康管理アプリの「リンク

クロス」を提供しており、一日の歩数や歩行距離、歩

行軌跡などをスマホで自動記録することでウオーキン

グの継続による健康づくりを呼び掛けています。同社

には今後、歩育楽校への協賛など県協会の活動を積極

的に支援していただけることになっています。これで

県協会の団体会員（地域協会除く）は▽金沢勤労者福

祉サービスセンター▽金沢市福祉サービス公社に次い

で３団体となりました。

○来年の会費納入（会員証更新）のお願い
皆様の会員証の有効期限は12月31日までとなってい

ます。会報12月号の発送時に来年の新しい会員証を同

封したいと思いますので、お手数ですが11月末ぐらい

までに来年の会費（3,000円）と保険料（600円）を納

入していただけるようお願いします。お願い状と振込

用紙を同封しました。なお、日本ウオーキング協会の

個人正会員になっている方は保険料は不要です。また、

諸般の事情により今期で退会される方は、お手数です

が事務局までお知らせください。

○TOKYO2020参勤ｳｵｰｸ（仮称）の企画が浮上
2020年の東京オリンピック開催を記念して、金沢か

ら東京まで昔の参勤交代の道（北国下街道→中山道）

を歩いてみたい、との提案が先日の事業委員会であり

ました。企画案では来年の３月に金沢城をスタートし、

月に1、2日のペースで距離を延ばしていき2020年6月

に東京（本郷）にゴールしようというものです。総歩

行距離は約500ｋｍ、日数は23日を想定しています。

富山までは日帰りで、その先は一泊二日でという概要

です。具体的な計画案は今後詰めていくことになりま

すが、実施の可否を含めて、ぜひ皆様のご意見をお聞

かせください。ご参考までに事業委員会に提案された

コース概要と日程案を同封します。

○全国大会のパンフあります
▽第10回みなと町神戸ツーデーマーチ（10/27,28＝兵

庫県）▽第41回日本スリーデーマーチ（11/2～4、埼

玉県）▽第29回加古川ツーデーマーチ（11/10,11＝兵

庫県）▽松本城ウオーク（11/10,11＝長野県）▽第20

回城下町おだわらツーデーマーチ（11/17,18＝神奈川

県）▽第1回聖徳太子の里ツーデーウオーク

（11/24,25＝奈良県）▽第8回しあわせツーデーウ

オーク（12/8,9＝香川県）▽第31回名護やんばるツー

デーマーチ（12/8,9＝沖縄県）▽第9回唐津・虹の松

原ツーデーウオーク（3/9,10＝佐賀県）

◎ＪＷＡ認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより（2018.9-

10月号より敬称略）◎

県内共通パスポート表彰者（８月～１０月）

（４）

◇地球一周４万キロ
・30000キロ西山正夫・10000キロ西村良二
◇日本マーチングリーグ
・日本マスターウオーカー賞米田純子、米田実
・日本スーパーマスターウオーカー賞小松隆
・日本スーパーマスターウオーカー賞２週目太田則子
◇ＩＶＶ回数記録認定
・1100回津沢敬子・500回松林知一・300回小松隆、
神保輝雄、高崎美知子・200回高野正弘
・30回不動美智子
◇ＩＶＶ距離記録認定
・16000キロ西山正夫・15000キロ吉田美智代
・9000キロ永井久喜・8000キロ橋本吉昭・7000キロ
小松隆・6000キロ高崎美知子・4000キロ
安田外喜子・3000キロ高野正弘

【400回】永井久喜（県協会）【300回】西山美紀（県

協会）【200回】藤島紀子（小松）【100回】西村良二

（県協会）【50回】山口和栄（小松）【30回】山口和

栄（小松）

△事務局からのお知らせコーナー▽
１０月２

８日（日）
第４回金沢
マラソン
2018が開催
される。
今年も１

万２千名募
集で、多の

受賞の永井久喜氏

応募があり抽選となった。倍率は2.93倍となっており
回を重ねるごとに人気度が上がっている。
コースは兼六園や金沢城の石川門、東山、寺町寺院

群を通る、金沢の代表的な景観が今なお残るゾーンを
はじめ、今年復活する「金沢駅・鼓門」前の折り返し
コースをはじめ、市中心部ゾーン、山側環状線ゾーン

をランして石川券西部緑
地公園陸上競技場にゴー
ルする。石川ウオーキン
グ協会はスタッフとして
１９名が協力する。


