
10月24日（木）石川県ウオーキング協会は北しなの

鉄道牟礼駅において東京2020応援プログラム「金沢～

東京 参勤ウオーク」12日目を50名の参加者で開催し

た。出発式では谷内廸子石川県ウオーキング協会副会

長があいさつし、飯綱町観光協会の方から歓迎のあい
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（１）

11月13日（水）TOKYO2020金
沢～東京参勤ウオーク令和元年最
終日は上田宿まで踏破した。
この企画は、来年の東京オリン

ピック開催に合わせ、金沢城を3
月13日にスタートし、来年6月江
戸本郷上屋敷にゴールする予定。

10月23日（水）石川県ウオーキ

ング協会は妙高高原駅において東

京2020応援プログラム「金沢～東

京 参勤ウオーク」11日目を55名

の参加者で開催した。出発式では

大路孝之石川県ウオーキング協会

会長があいさつし、須坂ウオーキ

ング協会の方から歓迎のあいさつをいただき、関川の

関所では歓迎を受け、道の駅歴史館を見学。関川を渡

り信濃に入り、紅葉の野尻宿本陣跡から野尻一里塚。

古間宿経由、江

戸時代の雰囲気

を味わいながら

500選コースの小

玉古道を進み、

小玉一里塚、牟

礼駅に全員無事

ゴールした。

さつをいただきスタートし

た。四ッ屋一里塚前を経由、

庚申塚古墳、新町宿・飯山

街道分岐点を経由、皇足穂

吉田大御神宮にて昼食。善

光寺に全員無事ゴールした。

11月12日

（火）石川県

ウオーキング

協会は長野駅

において東京

2020応援プログラム「金沢～東京参勤ウオーク」13

日目を60名の参加者で開催した。

出発式では大路孝之石川県ウオーキング協会会長が

あいさつし、スタートした。犀川を渡り丹波嶋宿の本

陣跡、高札場跡、屋根の上には鍾馗様があった。氷鉋

公園で休憩。しののい公園で昼食をとり。千曲川を渡

り矢代宿の明治天皇小休所碑、脇本陣、屋代駅で休憩。

戸倉駅に全員無事ゴールした。

11月13日（水）石川県ウオーキング協会は戸倉駅に

おいて東京2020応援プログラム「金沢～東京参勤ウ

オーク」14日目を６０名の参加者で開催した。

出発式では大路孝之石川県ウオーキング協会会長、

坂城町ボランティアガイド会長のあいさつがありス

タートした。上戸倉宿本陣玉井家、苅屋原ミニパーク、

横笛坂で説明を聞き、坂木宿本陣跡のふるさと歴史館

を見学。鼠宿のみそ蔵で昼食をとり、岩鼻経由、上田

宿柳町で解散。その後、有志で上田城を見学した。



◇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◎

（２）

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 事務局 吉村祐太 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 076-248-1040 山本代表

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 二川事務局長

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

月 日 曜日 主催 内容 開催地（集合場所） 備考

2 水 七尾 初詣ウオーク 七尾市役所

4 土 かほく 初詣ウオーク兼情報交換会 かほく市役所

5 日 小松 新春ウオーク（市内五社めぐり） 8:15ＪＲ小松駅西口広場

11-12 土日 東海北陸 第22回下田水仙ツーデーマーチ 静岡県

12 日 県協会 1月例会　金沢のお地蔵さん巡り④ 8：30西部緑地公園（金沢市）

13 祝 内灘町 1月例会　

19 日 かが ＫＡＧＡ健歩／中央公園コース 加賀市

26 日 小松 第18回通常総会 小松市

2 日 県協会 2020年通常総会 9：00石川県女性センター

9 日 野々市 第12回総会 9：30カメリア２階ホール

9 日 七尾 総会と万葉ウオーク下見 ワークパル２階視聴覚室

16 日 かが 2019年報告会 アビオシティー加賀　研修室

23 日 県協会 2月例会　復活した旧町を歩く 9：00金沢駅もてなしドーム地下

1 日 小松 春よ来い！わくわくウオーク 小松市

8 日 七尾 第11回能登和倉万葉の里ウオーク 9：00わくたまくんパーク

14 土 内灘町 3月例会　

14-15 土日 東海北陸 第23回早春淡墨桜浪漫ウオーク 岐阜県

15 日 かほく 観梅ウオーク イオンモールかほく

22 日 県協会 3月例会 国史跡探訪④野々市・金沢・白山の4遺跡 9：00ＪＲ野々市駅

22 日 かが 春のさえずり／防風林の加賀海岸 加賀市

22 日 野々市 松任城址公園周辺ウオーク 白山市

24-25 火水 県協会 参勤ウオーク⑮⑯（上田→軽井沢） 8：30ＪＲ上田駅（長野県）

28-29 土日 東海北陸 第17回名古屋ツーデーウオーク 愛知県

29 日 小松 新幹線沿線ウオーク（粟津～明峰） 小松市

※4 土 県協会 鶴寿園ウオーク 金沢市

※5 日 小松 木場潟さくら祭りウオーク 小松市

1月

2月

3月

4月



「認知症予防運動&健康ウオーク」が約80名の参加者

で開催されました。第一部セミナーでは県協会副会

長の津田龍佑・金沢医科大准教授による認知症予

（３）

◎県内のイベントレポート◎

10月27日第５回

金沢マラソン2019

はしいのき迎賓館

前スタートで開催

された。最多の

14,256人が参加し、

7時間以内に完走し

10月14日(祝)奥卯辰山健民公園を会場に「はだしの

王国」歩育楽校が開催された。あいにくの雨天ながら、

日本野鳥の会石川のメンバーが指導する「親子自然観

察隊」と親子で自由に挑戦する「クイズラりー」の2

つのプログラムに222名の親子が参加した。

11月2日(土)、角間里山まつりの併催事業として9回

目となる「四季の森歩育楽校」が開催された。角間里

山まつりの開会式に引き続き、歩育楽校がスタート。

参加記念となる里山での植樹に57名の親子が挑戦し、

その後は金沢大学の角間キャンパスを巡るコースを晴

天のなか、親子で手をつないで歩き親子の絆を深める

機会となった。

10月27日（日）

小松ウオーキング

協会は道の駅一向

一揆の里において

「吉野工芸の里と

手取峡谷を訪ね

る」を75名の参加

11月17日（日）石川県ウオーキング協会は金沢ト

レイル協議会が作定した、金沢トレイルコース完成記

念「金沢城～金沢大学」を金沢トレイル協議会会員も

含め９５名の参加者で開催した。

大手門から尾張町、久保市乙剣宮の大ケヤキを見て

暗がり坂、主計町、東山観音通り、観音院から菖蒲園

で休憩。卯辰山公園から仏舎利塔経由奥卯辰山健民公

園とんぼテラスで休憩し、金沢大学創立５０周年記念

「金沢大学角間の里」経由、12時すぎ杜の里イオン
にゴールした。

朝の雨も出発式のこ

ろには止み、気温も上

昇。卯辰山のアップダ

ウンや、紅葉も最高状

態で、清々しいウオー

キングを楽しんだ。

11月9日(土)北陸放送主

催、SOMPOひまわり生命

保険㈱と県協会が共催し、

北國会館・香林坊プラザを

会場にMRO健康セミナー

予防に効果的で身近な運動を実践を交えてお話いた

だき、第二部健康ウオーク金沢城公園を巡るでは、途

中の北園地で野村碩志金沢インターバル速歩の会代表

によるインターバル速歩の体験会も実施され、認知症

予防への多様な運動のありかたを体験できました。

した人は13,744で完走率は96.4％。また沿道では22万

人が声援、運営には約5,000人のボランティアが協力し、

石川県ウオーキング協会もスタート地点のボランティ

アとして17名が協力しました。

者で開催した。開会式では、西川会長があいさつし、

ストレッチしスタートした。左手城山の鳥越城址を眺

めながら、バードハミング鳥越で休憩。大巻どんど橋

から吉野オートキャンプ場に到着、このころより小降

りになり、吉野工芸の里に到着。当地で人気のある大

判焼を買い求め行列ができ、1時間待ちとの噂が広が

り購入を諦めた方がいた？展示館や、御仏供スギなど

を見学し、全員無事道の駅一向一揆の里のゴールした。

11月8日（金）

小松ウオーキング

協会は北鉄内灘駅

発着の「コマツ金

沢工場見学ウオー

ク」を70名の参加

者で開催した。

開会式後スター

トトし、コマツ金沢工場では他の工場で見られない産業

機械の大型～中型までのプレス機械などが生産されて

いる現場を見学した。製品は工場横の大浜埠頭より船

で出荷されるとのこと。コマツ工場を後にし、金沢市

ものづくり会館で昼食。林帯遊歩道をウオークし、

鶴ヶ丘神社を経由し、恐竜公園で休憩、内灘役場から

医科大通りを経由して、内灘駅にゴールした。好天に

恵まれ、晩秋のさわやかなウオークとなった。



（４）

◎ＪＷＡ認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより2019.11-
12月号より敬称略）◎

◇地球一周４万キロ

・35000キロ徳井昇・31000キロ中西幸子 ・29000

キロ 山上美雪・26000キロ広野正芳 ・14000キロ

枝一朗

◇日本マーチングリーグ

・ ｽｰﾊﾟｰﾏｽﾀｰｳｵｰｶｰ 村田秀樹 ・ｽｰﾊﾟｰﾏｽﾀｰｳｵｰｶｰ3回目

徳井昇 ・ｽｰﾊﾟｰﾏｽﾀｰｳｵｰｶｰ6回目津沢修

◇ＩＶＶ回数記録認定

・500回安江和子、安江重雄・100回浦郁雄

◇ＩＶＶ距離記録認定

・35000キロ津沢修・11000キロ中西幸子 ・10000

キロ 永井久喜・1000キロ蔵由喜枝

県内共通パスポート表彰者（10月～12月）

【300回】広野正芳（県協会）【200回】小松隆（県

協会）高崎美知子（県協会）【100回】土谷和代

（県協会）高木良子（県協会）長野久男（県協会）

【50回】山田順三（小松）山田与一郎（諸江）

【30回】山田順三（小松）山田与一郎（諸江）

△事務局からのお知らせコーナー▽

○新会員のご紹介（10月～12月敬称略）
▽二口芳則（白山市）▽増實二郎（金沢市）▽吉田

正智（七尾市）

○2月2日に総会を開催
石川県ウオーキング協会の2020年通常総会を2月2日

（日）に県女性センターで開催します。来年の事業計画や

予算を決める年1回の大切な会議です。記念講演もあり

ますので、こぞってご出席をお願いします。詳細は同封

の案内をご覧ください。出欠の返信はがき（欠席の場合

は委任状）を忘れずに投函してください。

○新しい会員証を同封しました

2020年の会費を納入していただいた皆様には新しい

会員証を同封しました。継続ありがとうございます。未納

の方には督促状を同封しましたが、退会される方は事務

局までご連絡いただけると助かります。なお、1月末まで

に納めていただけない場合は退会されたものとみなし、

次号から会報の発送を停止します。お忘れの方は会員継

続を重ねてお願いします。

○参勤ウオーク、3月に再開
3月13日に金沢城を出立した参勤ウオークはこれまで

14日間を歩き、11月13日に長野県の上田駅に到達しまし

た。踏破距離は全行程500kmのうち300km。ここまでの参

加人数は延べ977人で、平均すると一回69.8人の計算で

す。次回は来年3月24日、上田駅から軽井沢駅を目指し

て歩きます。4月に碓氷峠を越えればゴールの東京はま

もなくです。来年も元気で、一緒に楽しく歩きましょう。

○例会参加はできるだけ事前申し込みをお願いし

ます
今年も県協会の行事に大勢ご参加いただき、ありがと

うございました。毎月の例会では、事務局の予想を上回

る参加があって用意したコース地図や完歩証が足りなく

なったことも何回かありました。そこでお願いですが、例

会参加はできるだけメール、ファクスで事前申し込みをし

ていただけると助かります。地図や完歩証のコピー削減

にご配慮をお願いします。

○全国大会のパンフあります
▽第22回下田水仙ツーデーマーチ（1/11,12＝静岡県）▽

第13回久米島のんびりウオーク（1/18,19＝沖縄県）▽第

28回いぶすき菜の花マーチ（1/25,26＝鹿児島県）▽第

19回うらそえツーデーマーチ（2/8,9＝沖縄県）▽第30回

南房総フラワーマーチ（2/15,16＝千葉県）▽第33回瀬戸

内倉敷ツーデーマーチ（3/14,15＝岡山県）▽第17回名古

屋ツーデーウオーク（3/28,29＝愛知県）▽第14回信州須

坂ツーデーウオーキング（3/28,29＝長野県）▽第18回讃

岐うどんつるつるツーデーウオーク（4/4,5＝香川県）

11月9日

（土）内灘

町ウオーキ

ング協会は

白山市鶴来

支所発着の

紅葉ウオー

11月10日

（日）七尾

ウオーキン

グ協会は七

尾陸上競技

場プール前

発着の「七

ク「白山さんと樹木公園をめぐる」を30名の参加者で

開催した。開会式後、白山市鶴来支所をスタートし、

おはぎ屋、白山比咩神社、樹木公園、獅子吼ロープウ

エイ山麓駅、鶴来別院、金劒宮、最後の一閑寺では岩

に彫られた大きな不動明王を参詣し、ゴールした。

最低気温6度、雲一つ無い好天に恵まれ、参加者は心

地のいいウオーキングを満喫した。

尾城山展望ウオーク」を36名の参加者で開催した。出

発式後スタートし、城址資料館、沓掛から寺屋敷、調

度丸から桜馬場は山城特有の重なる石垣がある。その

後、本丸に登り集合写真を撮った。展望台に進み、本

丸駐車場で休憩、下山途中、昨年の豪雨で崩れた道も

修復されていた。12時半ごろプール前にゴールした。

令和天皇「祝賀御列の義」の日、最高の天候に恵ま

れ参加者は、畠山氏時代に思いを馳せた。


