
路孝之ＩＷＡ会長があいさつ、山田修路参議院議員が歓

迎のあいさつ、檄を飛ばしスタート。 １６キロ・８キロ、まいど 
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憲石川県知事・加賀百万石ツーデーウオーク大会名誉

会長が歓迎のあいさつし、上田博敏全国健康保険協会

石川支部長が檄を飛ばしスタートした。 

 男川コースは金沢駅、長町武家屋敷跡、にし茶屋街、

寺町台、大乗寺丘陵公園、犀川、辰巳用水、犀川河畔を

巡るコース。この季節にしては肌寒いが歩くのには絶好の

最高気温１８度となり 

参加者は金沢の街並 

みや犀川沿いの風景 

を満喫し、全員午後４ 

時前に勤労者プラザ 

にゴールした。 

 ４日の女川コース、  

２４キロ出発式では大 

さん、歩育コースの

出発式では、大路孝

之ＩＷＡ会長のあいさ

つ、馳浩衆議院議員、

岡田直樹参議員議

員が歓迎のあいさつ

し、中田真美正美保

育園々長と園児た 

ちが檄を飛ばし 

  スタートした。 

 女川コース２４キ

ロ、１６キロ・８キロコー

スは主計町、卯辰山

麓寺院群、ひがし茶

屋街、奥卯辰山健

民公園、太陽が丘ゆ

うひみ公園、浅野川

河畔、天神町緑、地

兼 六園、金沢城公園などを巡るコース。 
 まいどさんコース

はボランティアガイド

「まいどさん」の案内

による長町武家屋

敷、金沢城公園、兼

六園などの、まるご

と市内中心部を巡

る５キロで金沢の魅

力を満喫した。 

 歩育コースは正美保育園、鞍月小育友会などの園児、

児童と父兄など３６０名の参加で開催され、尾山神社、金

沢城公園を巡るコース。金沢城公園三の丸広場では北

陸学院大、金城短大 

の学生ボランティアの 

ぬいぐるみやサポー 

トで楽しみ、武蔵ヶ辻 

はこまちでは饅頭の 

の振る舞いがあり、楽 

しい時間を過ごした。 

 ２日目も天候に恵 

まれた大会となった。 

 第６６回金沢百万石まつり協賛第１４

回加賀百万石ツーデーウオークは６月３

日（土）～４日（日）金沢駅もてなしドーム

地下ひろばを会場に開催された。 

 ２日間延べ３,５７０名は昨年より２０名

増、実人数（２日間歩いた人も１人として

計算）は過去最高の２,６０３人となった。 

  ３日の男川コース３０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、加賀百万石ツー

デーウオーク大会長の山野之義金沢市

長が歓迎のあいさつ、堀野正勝日本ウ

オーキング協会会長の激励挨拶でス

タート。２０キロ・１０キロコース出発式では

大路孝之ＩＷＡ会長があいさつ、谷本正 



◇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◎ 

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 北川事務局長

月 日 曜日 主催 内容 開催地（集合場所） 備考

25 日 小松 アンコールウオーク「富山・岩瀬浜」 富山県

27-28 火水 県協会 石川県縦断ウオーク⑥⑦ 七尾→志賀→羽咋→宝達志水 15周年記念

29 木 白山 お水返しのウオーク 9：15JR美川駅 共催

9 日 小松 花シリーズ⑦「南条花蓮公園」を訪ねて 8：15JR南条駅(福井県）

9 日 野々市 美川名水めぐりウオーク 白山市

16 日 七尾 新日本歩く道紀行百選②七尾湾展望・温泉と海の幸の道 8:00和倉温泉駅

16 日 白山 早朝ウオーク　松任海岸を歩こう 白山市

19 水 県協会 石川県縦断ウオーク⑧ 宝達志水→かほく→津幡 15周年記念

22 土 県協会 JWA全国スキルアップ研修会 金沢勤労者プラザ

23 日 小松 日用苔の里とせせらぎの郷を訪ねる 8：00こまつドーム

29 土 小松 特別例会「小松市民ウオーク②」道の駅 小松市

30 日 県協会 富山県を歩く「常願寺川と吉峰グリーンパークを訪ねて」 9：10富山地鉄岩峅寺駅 7月例会

30 日 かが 193例会／奥飛騨原風景「種蔵の里」の道

6 日 小松 早朝ウオーク 「小松北部を巡る」 5：50JR小松駅西口噴水広場

6 日 七尾 納涼ウオーク「石動山山頂と荒山城址」 8：30石動山資料館

19 土 小松 木場潟キャンドルナイトウオーク 木場潟中央園地

20 日 県協会 第147回　金沢のお地蔵さん巡り② 7：30いしかわ四高記念公園 8月例会

23 水 県協会 石川県縦断ウオーク⑨ 津幡→内灘→石川県庁→金沢 15周年記念

26 土 小松 特別例会「小松市民ウオーク③」今江～末広 小松市

26-27 土日 第15回飛騨神岡ツーデーウオーク 岐阜県 東海北陸リーグ

27 日 かが 194例会／夕景の加賀海岸潮騒の道

27 日 野々市 親睦会（西部緑地公園近辺ウオーク） テルメ金沢

3 日 小松 国定公園「加賀海岸」を歩く

10 日 県協会 第148回　金沢の坂道を歩く① 金沢市 9月例会

10 日 野々市 一向一揆の里鳥越を訪ねて 白山市

17 日 七尾 七尾城まつり協賛ウオーク 天神山小学校

６月

7月

8月

9月



川県ウオーキング協会会長があいさつし、泉谷市長あい
さつ、向山珠洲ウオーキング協会会長のあいさつ後、ポス
ターを泉谷市長に贈呈し、スタートした。 
 朝は曇りだったが降水確率７０％！スタート時点では
小雨模様のなか、見附島、恋路が浜で休憩、ここでは能
登町ウオーキング協会のメンバーによる熱いお茶のおも 
てなし歓迎を受けて参加者は感動！能登町運動公園の
内浦スポーツ研修センターで昼食。小木港で休憩後、国
指定史跡真脇遺跡で有名な真脇経由、千畳敷で休憩。 
能登うしつ荘下で宇出津組と分かれ「能登うしつ荘」に
午後４時３０分ごろ到着した。（関連記事Ｐ4参照） 

 ４月２５日（火）小松市ウ
オーキング協会は工場見
学ウオーク「新幹線白山総
合車両所と浅野太鼓」を４
４名の参加者で開催した。 
 開会式後スタートし、お
迎えの車で総合事務所へ、
白山総合車両所敷地面 

（３） 

 ５月５日（祝）七尾ウオーキング協会は第７回でか山・花
嫁のれんウオークを１０６名の参加者で開催した。開会式
では元橋ＮＷＡ協会会長、谷内ＩＷＡ副会長があいさつし、 
ストレッチしてスタートした。小丸山城址公園ではつつじが
満開、一本杉通（別称花嫁のれん街）は多くの観光客で
にぎわい、でか山の通 
った跡を示す潤滑油 
のシミを踏みしめて歩 
き、山王神社の３台の 
でか山は圧倒された。 

 

  

（３） 

◎県内のイベントレポート◎ 

ＫＷＡ「新幹線白山総合車両所と浅野太鼓」開催！ 

ＮＷＡ「第７回でか山・花嫁のれんウオーク開催！ 

 ４月２３日（日）「カタ
クリ・ギフチョウの里を訪
ねて」大乗寺丘陵公
園発着を１２０名の参
加者で開催した。 
 開会式では谷内迪
子副会長があいさつし、
「手つなぎウオーク」
「第１４回加賀百万石 

 ６月２日（金）第１４
回加賀百万石ツー
デーウオーク「せっかく
ウオーク」がＪＲ金沢
駅発着、４３名の参加
者で開催された。 
 金沢駅を午前１１時 

   ５月１４日（日）
ＪＲ金沢駅を発着で
「卯辰山碑探訪」を８
０名の参加者で開催
した。 
 今回のテーマは卯
辰山の顕彰碑、功労 

  ４月１１日（金）珠
洲市役所前の飯田わ
くわく広場にて「石川
県縦断ウオーク２０１
７」初日を６０名の参
加者で開催した。 
 出発式では大路石 

に３５名がバスで出発し、小松市木場潟に到着。 
 小松市ウオーキング協会より８名が加わり、開会式では
二川忠雄小松市ウオーキング協会会長のあいさつに続き、
コース説明、ストレッチ後、スタートした。 
 今回のコースは木場潟公園中央園地から「水郷公園 
木場潟を巡るみち」の北園地を経由して南園地。その後、
山中温泉へ移動「芭蕉と歩く鶴仙峡・山中温泉ゆげ街道」
のこおろぎ橋を渡り、鶴仙渓遊歩道、あやとり橋、芭蕉堂か
ら山中温泉山中座に到着した。 
 

ツーデーウオーク」への参加、友人・知人のお誘いやスタッ
フの協力を求めた。その後、ストレッチを行いスタート。大
乗寺丘陵公園頂上では満開の八重桜を眺め目的地の
平栗いこいの森に向かった。残念ながらカタクリの花は数
輪咲いているだけでしたが、森林の素晴らしい空気を満
喫しながら窪町に向い、斉地神社、籐五郎神社、大桑層
化石産地と甌穴を巡り、晴天に恵まれ、気温も１６度でアッ
プダウンのコースを全員無事ゴールした。 

辰山の顕彰碑、功労慰霊碑、歌碑、句碑、書碑などの建
立の場として金沢市民に親しまれている「碑林 ひりん）」
が約６５あると言われる内の２０碑を巡り金沢の歴史訪探
をするものです。出発式では松林専務理事があいさつし、
橋本さんの指導でストレッチしてもてなしドームをスタート
した。武蔵が辻経由東山河岸緑地で休憩、天神橋ふもと
より碑林１４か所の巡り、卯辰山相撲場で休憩。その後碑
林６か所巡り、常盤橋から天神橋、主計町緑水苑で休憩
し、１２時半に金沢駅もてなしドームにゴールした。    

積、新幹線１２両編成対応の線路設備などが紹介された。
２編成車両の前で記念撮影、その後は台車検査場など
を見学、新幹線車両の安全維持にすごい手間と施設が
必要なのだと実感しました。 
 白山総合車両所出発して、白山市柏野公民館で昼食。
昼食後は浅野太鼓店、鹿島平ガーデンパークと言うしゃ
れたネーミングの街並みを経由して加賀笠間駅にゴー
ルした。（写真は入線した車両の集合写真）   



◇地球一周４万キロ（敬称略 2017.5-6月号 

 ・33000キロ 尾崎綾子 ・14000キロ 広野正芳 ・10000 

 キロ 岡本頁一 小山由美子 

◇ＩＶＶ回数記録認定（敬称略 2017.5-6月号より）   

  ・400回 橋本吉昭 ・400回 奥池麗子 小松隆 

◇ＩＶＶ距離記録認定（敬称略 2017.5-6月号）   

 ・5000キロ 表勝雄 ・4000キロ 小松隆 ・3000キロ  

 奥池麗子  

（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認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより）◎ 

◎県内共通パスポート表彰者（４～６月敬称略）◎ 

○新会員のご紹介（4月～6月、敬称略） 

▽山岸博（小松市） ▽藤本信子（金沢市） ▽渡辺宏 

（金沢市） ▽坂本守（金沢市） ▽大路はる子 

  （金沢市） ▽彦野裕子（金沢市） ▽吉田弘幸（金

沢市） ▽田中節子（金沢市） ▽伊藤彰夫（野々市市） 

○第14回大会ご協力のお礼 

 第14回加賀百万石ツーデーウオークに、県内の各協会

から総勢118人の皆様にスタッフとしてご協力いただき、本

当にありがとうございました。二日間の延べ人数では190

人（3日98人、4日92人）になります。おかげさまで今大会

の参加人数は、実登録人数が2,603人で昨年を131人上

回って過去最高、延べ人数では12回記念大会に95人及

ばなかったものの、昨年を20人上回る3,570人を記録しま

した。実人数は第8回大会の1,093人に比べると2.5倍に膨

らんでおり、この大会が県民にも認知されてきた結果かと

思います。来年は第15回の記念大会になります。引き続き

会員の皆様のご支援をお願いいたします。 

○縦断ウオーク、順調に南下中です 

 石川県ウオーキング協会が創立15周年記念事業とし

て取り組んでいる「石川県縦断ウオーク」は、4月11日に珠

洲市役所をスタートし、5月17日に七尾市役所まで到着し

ました。 

 これまでの踏破距離は131kmになり、全行程の半分近く

まで来たことになります。4月ステージ（三日間）は延べ231

人、5月ステージ（二日間）は延べ123人にご参加いただき

ました。6月ステージは27、28日に開催し、七尾市役所から

中能登町役場、志賀町役場、羽咋市役所を経て宝達志

水町役場まで約43kmを歩きます。7月以降は加賀路に舞

台が移りますので日帰り開催となります。飛び入り参加も

大歓迎です。ぜひ一緒に歩きましょう。（7月、8月のチラシ

同封） 

○北前会長にJWA功績表彰!！ 

 3月末で退任した北実前会長に、日本ウオーキング協

会（JWA）から功績表彰が贈られることになりました。10年

間にわたって石川県協会の先頭に立ち、加賀百万石

ツーデーウオークを3,500人規模の大会に育て上げたの

をはじめ、「石川型歩育」として全国から注目されるように

なった歩育運動の推進、県内の全自治体と連携してウ

オーキングの普及に取り組んだ「石川まるごとウオーク」

などの活動が認められたものです。6月26日に東京で開

かれるJWAの定時社員総会の席上、表彰されます。 

○全国大会のパンフあります 

 ▽第3回みやぎ大崎鳴子温泉郷ツーデーマーチ

（7/1,2＝宮城県）▽第26回旭川大雪ツーデーウオーク

（7/8,9＝北海道）▽第15回縄文の杜あおもりツーデー

マーチ（7/29,30＝青森県）▽第20回いわて花巻イーハ

トーブの里ツーデーマーチ（8/19,20＝岩手県）▽第15回

飛騨神岡ツーデーウオーク（8/26,27＝岐阜県）▽第25回

奥の細道鳥海ツーデーマーチ（9/2,3＝山形県）▽第11

回北九州無法松ツーデーマーチ（9/23,24＝福岡県）▽

第17回瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ（10/13,14,15

＝愛媛県）▽松本城ウオーク（11/11,12＝長野県） 

【400回】平井英子（小松） 【300回】尾崎綾子（県協会） 

松林知一（県協会）表光好（県協会） 【200回】毛利勝幸

（小松）河合千恵子（小松）津田千恵子（小松） 【100回】 

川端外幸（小松）小松隆（県協会） 【50回】上嶋義彦（小

松）愛宕清（県協会）犬丸文夫（県協会）横山春男（小松） 

【30回】宮村正市（県協会）宮村真由美（県協会）上嶋義

彦（小松）犬丸文夫（県協会）横山春男（小松） 

ＵＷＡ第８回恋人の聖地「内灘ロマンチックウオーク」

開催！ 

 ５月２１日（日）内灘ロマ
ンチックウオーク実行委
員会の第８回恋人の聖地
「内灘ロマンチックウオー
ク」～医師・看護師とみん
なで歩こう～が内灘町庁
舎前広場において５５０名
の参加者で開催された。 

ＫＷＡお旅祭りウオーク「天満宮の今を見て、新幹線

の槌音を聞く」を開催！！ 

 ５月１３日（土）小松市ウ
オーキング協会はお旅祭
りウオーク「天満宮の今を
見て、新幹線の槌音を聞
く」をＪＲ能美根上駅にて６
０名の参加者で開催した。
開会式では協会員以外
の方５名が紹介され、スト 

レッチし、スタートした。旧根上町の由来となっていた「根上
りの松」の丘、小松天満宮を経由し、小松市役所中央園
地に到着。自由歩行で「お旅祭り」見物を楽しみました。 

開会式では七田稔内灘町ウオーキング協会々長、川口
克則内灘町長などがあいさつし、スタートした。 
当日は晴天に恵まれ、河北潟やその向こうの山々そして
日本海の眺望や遊歩道では満開のアカシアの花と新緑
に包まれた爽やかなウオーキングを楽しんだ。 


