
を活用してほしいと訴えた。その後、午前８時45分に

スタートした。うみてらす名立にて休憩し、久比岐自

転車道に入り、丹原休憩所で休憩。有間川駅前経由、

谷浜駅で休憩。なおえつ海水浴場から親鸞聖人上陸の

地で昼食休憩。五智国分寺参拝し、春日山城跡ものが

たり館を見学。追分地蔵を左に見ながら、雁木で有名

な高田市内を歩き高田駅に到着し休憩後、スタートし

た。高田市街に

ある有名な高橋

孫左衛門粟飴店、

弘法の清水碑を

経由して暑さの

なか北陸新幹線

上越妙高駅に午

後5時に30名が

ゴールした。

特定非営利活動法人 石川県ウオーキング協会 会報

ＩＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞだより

201９.10.10発行 新装３7号

石川県ウオーキング協会
発行・編集： 企画広報委員会
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（１）

9月11日（水）東京2020応援プ
ログラム「金沢～東京参勤ウオー
ク」は10日目を開催し、ＪＲ上
越妙高駅をスタートして新潟県妙
高高原駅にゴールした。
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。

9月11日（水）北陸新幹線上越妙高駅において東京

2020応援プログラム「金沢～東京参勤ウオーク10日

目に50名の参加者で開催した。

開会式では、大路孝之石川県ウオーキング協会会長

があいさつし、地元の田中秀和上越歩く会会長があい

さつ、コース説明し、午前８時にスタートした。明治

天皇石沢御小休所跡経由、妙高市役所で休憩。えちご

トキめき鉄道スイッチバック二本木駅で休憩、片貝縄

文資料館にて昼食。二俣白山神社、関山神社、田切一

里塚標柱のある

妙高高原北小学

校から妙高高原

駅に午後４時ご

ろ23名がゴール

した。昼頃より

雨に見舞われた

中の完歩でした。

９月１０日（火）日本海ひすい

ライン名立駅において東京2020応

援プログラム「金沢～東京 参勤ウ

オーク」９日目が５５名の参加者

加で開催された。

開会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、松林専務理事がコース説明と特に蒸し暑

いのでくれぐれも体調は自分で管理してサポートカー



◇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

17 木 県・小松 イヤーラウンドウオーク 8:00イオンモール新小松店 特別例会、共催

20 日 県協会 千寿閣ウオーク 8：30卯辰山千寿閣 共催

20 日 かが 218回／紅葉の黒部ダム・黒部峡谷の大自然 富山県

23-24 水木 県協会 金沢～東京参勤ウオーク⑪⑫ 妙高高原駅→長野駅 特別例会

27 日 県協会 金沢マラソン いしかわ四高記念公園 協力

27 日 小松 吉野工芸の里と手取峡谷を訪ねる 8：15道の駅一向一揆の里

2-3 土日 東海北陸 第15回氷見キトキトウオーク 富山県氷見市

2 土 県協会 角間里山・四季の森歩育楽校 10：00金大記念館「角間の里」 共催

8 金 小松 工場見学ウオーク（コマツ金沢工場） 8：00北鉄内灘駅

9 土 内灘町 内灘11月例会

10 日 七尾 七尾城山展望ウオーク 8：00七尾城山運動公園

10 日 かが 219回／禅の里・永平寺ロード 福井県

10 日 野々市 白山麓手取峡谷と橋めぐり 白山市

12-13 火水 県協会 金沢～東京参勤ウオーク⑬⑭ 長野駅→上田駅 特別例会

16-17 土日 東海北陸 第16回おわせ海・山ツーデーウオーク 三重県

17 日 県協会 第174回11月例会　金沢トレイルを歩く 8：30金沢城新丸広場 連携協議会と共催

23 土 小松 健康ウオーク③ 小松市

1 日 県協会 第175回12月例会　白山詣双六ウオーク② 9：00鶴寿園

1 日 かが 220回／KAGA健歩／三谷コース 加賀市

7 土 内灘町 内灘12月例会

8 日 小松 納会ウオーク（木場潟周回1～3） 小松市

8 日 七尾 納会ウオーク 七尾市

2 木 七尾 初詣ウオーク 七尾市役所

12 日 県協会 第176回1月例会　金沢のお地蔵さんめぐり④ 金沢市

13 祝 内灘町 内灘1月例会

19 日 かが 221回／KAGA健歩／中央公園コース 加賀市

2 日 県協会 2020年通常総会 金沢市

9 日 七尾 総会と万葉ウオーク下見 ワークパル

10月

11月

12月

2020

1月

2月



（３）

8月24日（土）石川県ウオーキング協会は四高記念公

園において「金沢市内巨樹巡りウオーク」を80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、愛宕清さんがコース説明、ストレッチし

て８時半にスタートした。

最初に神明社の樹齢約千年といわれ、金沢市指定保

存樹第1号の大ケヤキ。２番目松月寺の「大桜」は、樹

齢約400年の山ザクラ系で

別名「御殿桜」とも呼ばれ、加賀藩3代藩主前田利

常が小松城にあった１本を

当時の住職に与え植えられ

たとされている。など市内

中心部の巨樹10本を巡り、

さすがにどの木も立派な大

木ばかりで、参加者は感激

し、市内でありながら、初

めて行ったとの声も多く、

いい汗を流した。

10月5日（土）

金沢市・金沢ウ

オーク実行委員会

は台風のため金沢

市役所庁舎におい

て「金沢ウオーク

2019」を開催した。

◎県内のイベントレポート◎

9月21日（土）石川県ウオーキング協会はＪＲ福井

駅発着の「福井城下町歴史探訪ウオーク」を６０名の

参加者で開催した。

出発式では竿下るり子さんの指導でストレッチを行

い、谷内迪子石川県ウオーキング協会副会長の挨拶、

小松隆リーダーがコース説明しスタートした。

まず、岡倉天心郷

家の跡を見学。福井

城下を守る７口の１

つであり、最も重要

な拠点とされた加賀

口御門址。権現（堂）

川などを巡り、12時

半ごろ福井駅にゴー

ルした。

8月25日（日）小松

ウオーキング協会はあ

いの風とやま鉄道生地

駅発着の「名水の里生

地を訪ねる」を７１名

の参加者でが開催した。

開会式終了後、午前10

時ごろ生地駅をスタ

9月15（日）

七尾ウオーキン

グ協会は七尾除

雪ステーション

にて30名の参加

者で開催した。

ートした。稲刈り間近の農道を、心地よい浜風を浴び

ながら歩き、最初のＹＫＫの工場前に有る樹齢400年

の黒部市天然記念物指定の上杉謙信手植えの松を見学。

海沿いの「北洋の館」で休憩し、生地の古い街並みを

歩き、日本で一番古い回転する生地大橋に到着。Ａ

コースは最初の清水「弘法の清水」に到着し、２箇所

の清水を見学して神田パークで休憩「魚の駅」で昼食。

午後はくろべ名水公園から新治神社に立ち寄り、黒部

市吉田科学館を経由、全員無事に生地駅にゴールした。

出発式では辻口会長があいさつ、コース説明、安

田副会長の指導で準備体操後スタートした。

ロングコース出発式は大路孝之石川県ウオーキング協

会会長、ミドルコース・歩育コースは山野之義金沢市

長が開会宣言を行いそれぞれスタートした。

今回はロングコースをレポートします。金沢城公園

石川門下、白鳥路経由、卯辰寺院群、ひがし茶屋街か

ら天神橋を渡り、鈴見橋から浅野川遊歩道を歩き田上

本町朝霧公園チェックポイントで休憩。朝霧大橋を渡

り、土清水より辰巳用水遊歩道から大瀧坂を下り、笠

舞通り経由上菊橋から犀川緑地公園第二チェックポイ

イント。桜橋南詰より

Ｗ坂を登り忍者寺、に

し茶屋街、室生犀星記

念館より新橋経由、前

田土佐守家資料館、金

沢市役所庁舎に午後12

時20分ごろゴールした。



（４）

◎ＪＷＡ認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより2019.9-
10月号より敬称略）◎

◇地球一周４万キロ
・25000キロ広野正芳・15000キロ西村良治
・12000キロ小山由美子
◇日本マーチングリーグ
・マスターウオーカー村田秀樹・金メダル 徳井昇
◇ＩＶＶ回数記録認定
・1200回津沢敬子 ・700回大田則子 尾崎綾子
・600回永井久喜・300回西村良二・100回村田
由美子

◇ＩＶＶ距離記録認定
・13000キロ尾崎綾子・12000キロ大田則子 ・9000
キロ 小松隆橋本吉昭 ・7000キロ表勝雄 ・6000キロ
西村良二 ・4000キロ枝一朗・1000キロ愛宕清

県内共通パスポート表彰者（8月～10月）

【300回】橋田富子（内灘）【150回】出戸澄枝

（小松）【100回】酒井道子（七尾）【50回】入山外

美恵（七尾）安田諭（県協会）【30回】伊藤聡恵

（県協会）安田諭（県協会）

△事務局からのお知らせコーナー▽

○新会員のご紹介（8月～10月）
▽三浦靖子（金沢市）

○参勤ウオーク、長野県へ
3月13日に金沢城を出立した参勤ウオークは今月から

新潟県を抜けて長野県に入ります。信州3番目の牟礼

（むれ）宿は、江戸と金沢のちょうど真ん中で、加賀藩の

参勤交代の一行がここに着くと、金沢城と江戸藩邸に

早飛脚を出して旅の無事を知らせたそうです。参勤ウ

オークもこれで半分が終了します。年内はあと2回、11月

13日に上田へゴールします。12月から2月まではお休み

し、3月は上田から軽井沢まで。そして4月には碓氷峠を

越えて、いよいよ関東平野の旅が始まります。現在は昔

と違って北陸新幹線で簡単に集合できます。参加は今

からでも遅くありませんので、ぜひご一緒に東京まで歩

きましょう。

○来年の会費納入（会員証更新）のお願い
本年も残り２か月余となり、皆様に来年の会費納入の

お願いをする季節となりました。会員証の有効期限は12

月31日までとなっていますので、次回12月会報発送時

に新しい会員証を同封したいと思います。お手数ですが、

同封の振込用紙で11月末ぐらいまでに来年の会費

（3,000円）と傷害保険料（600円）を郵便局から振り込ん

でいただけますようお願いします。日本ウオーキング協

会（ＪＷＡ）の個人正会員になっている方は保険料不要

です。なお、諸般の事情で退会される方は事務局までご

連絡ください。連絡ない場合は何度も督促状をお送りす

ることになりますので、よろしくお願いします。

○認知症予防セミナー＆健康ウオーク
県協会の団体会員である「ひまわり生命保険」が11月

9日（土）13：30から、金沢市香林坊の北國会館香林坊プ

ラザで「認知症予防セミナー＆健康ウオーク」を開催し

ます。セミナーの講師は県協会副会長の津田龍佑金沢

医科大准教授で「認知症のサインと予防運動」のテーマ

で話します。引き続き、インターバルウオークの紹介があ

り、3ｋｍほどの実技もあります。参加無料です。ふるって

ご参加ください。

○全国大会のパンフレットあります
▽第42回日本スリーデーマーチ（11/2～4＝埼玉県）

▽第16回氷見キトキトウオーキング（11/2,3＝富山県）▽

第15回龍馬ゆかりの道ツーデーウオークin高知（11/9,10

＝高知県）▽松本城ウオーク（11/9,10＝長野県）▽第30

回加古川ツ－デーマーチ（11/9,10＝兵庫県）▽第16回お

わせ海・山ツーデーウオーク（11/16,17＝三重県）▽長崎

ベイサイドマラソン＆ウオーク（11/16,17＝長崎県）▽第

21回城下町おだわらツーデーマーチ（11/16,17＝神奈川

県）▽第9回しあわせツーデーウオーク（12/7,8＝香川

県）▽第32回なごやんばるツーデーマーチ（12/7,8＝沖

縄県）▽第10回唐津・虹の松原ツーデーウオーク

（3/14,15＝佐賀県）

日本ウオーキング協会では旧主席・主任ウオーキン
グ指導員の新資格、専門指導員、主席指導員への昇格
研修会を開催しています。今後の予定は愛知県、香川
県、宮城県、新潟県となっていますが、来年も愛知県、
東京都などで開催されますので、ぜひ受講をお願いし
ます。

9月29日（日）小松

ウオーキング協会は小

松市西俣のキャンプ場

発着に65名の参加者で

開催した。

開会式終了後、ス

タートと同時に雨が降

りだしたが、尾小屋鉱

山資料館到着時には雨

〇旧主席・主任ウオーキング指導員昇格講習会！

もやみ、廃線になった旧尾小屋鉄道の保存されている

ポッポ汽車展示場に立ち寄り、資料館に入館して尾小

屋鉱山の歴史、採掘等についてパネルなどによる展示

を見学し、資料館わきから、マインロードに入坑。こ

こを出て大倉岳スキー場のコスモス園に到着したが、

残念ながら時期が早く満開のコスモスがなかった。

帰路、尾小屋町に入ると、鉱山の精錬所から排出さ

れた鍰（カラミ）を使用した、建築物、土木物が多く

見られた。鍰の使われ方など森さんより説明があり、

尾小屋鉱山の歴史を深く知ることができた。

崎山半島西側を北上、850年の歴史のある曹洞宗海

門寺前を通過、崎山川の最上流の町「岡町」で休憩。

崎山川に沿ってさらに北上し湯川町、真宗大谷派専慶

寺で休憩。鵜浦町、鹿渡島漁港に11時40分にゴールし

た。バスの乗車まで時間があり、参加者は能登観音埼

灯台までウオークし、指定のバスに乗車した。


