
長が昨年の加賀百万石ツーデウオークは皆さんの一致

協力で記念大会のふさわしい3600名を超える参加者で

開催することができた。第１３回大会も昨年なみの動員を

目指し、やるべき事をしっかりと行いましょうとあいさつした。 

 その後北会長が議長を務め第１号議案から第６号議

案「役員改選」までを審議し承認された。 

 平下政美金沢学院大学大学院教授の「有酸素運動

の理解とロコトレ」と題しての講義が開催され、「インシュリ

ン抵抗性と食後高血糖」など体の仕組み 

の解説により３０分以上のウオーキングが 

いかに大切か？ロコティブモシンドローム 

予防のための筋力強化の大切さと”ロコト 

レ”実践によりウオーキングと筋力づくりの 

方法などよく理解できた。 

 １月２８日（木）石川県女

性センターにおいて石川

県ウオーキング協会平成

２８年第１回理事会が開催

された。 

 北実石川県ウオーキン 

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 
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（１） 新装１５号 

 

北実会長新年のごあいさつ   

仲良く、楽しく、ウオーキングで社会貢献を！ 

 会員の皆様には健やかな新年をお 

迎えのこととお慶び申しあげます。  

“歩いて伸ばそう健やか人生 歩いて 

創ろう元気なふるさと”のスローガンを 

掲げた5カ年ビジョンのもと、各委員会 

活動および会員の皆様のご理解によ 

り地域貢献活動が拡がりますこと感謝 

申し上げるところです。 

 新春の初夢のような３つの目標を掲げてみました。ひと

つは、参加者が3600名を超え、オールジャパンのランキング

でも18番目となった加賀百万石ツーデーウオークの日本

マーチングリーグ昇格です。新幹線効果で見られるとおり、

金沢には十分その資格を有するステージといえます。 

 ２つ目は、石川県の隅々にウオーキングの社会貢献を 

拡げていきたい。そのための地域協会の拡大と充実です。 

組織委員会の活動もあり、協会のない地域での設立機運 

が見られ、現在12の地域協会がひとつでも、2つでも増える

ことです。 

 3つめは本年10月に予定する「ウオーキンググランドフェス

ティバルin金沢2016」(仮称)の開催を機会に石川型歩育を

通じた「金沢歩育宣言」を全国発信し、「歩育基本法制定」

へむけ、次代を担う子どもたちの健全育成運動のうねりを

興すことです。 

 また、今春にはウオーキングステーションが金沢に開設

されることとなり、他地域でも引き続き開設の動きもあり、

年間を通じて全国のウォーカーを迎える体制も整ってまい

ります。 

 夢は夢として、社会へ貢献できるＮＰＯ法人として、目標

を持って協会員一丸となり、少子高齢化の時代にウオーキ

ング運動を推進できればと願うところです。 

 皆様の引き続きのご協力のほどお願い致します。 

○●○○●○○●○○●○○●○○●○○●○○●○○●○○●○○ 

 １月１４日（木）金沢白鳥

路ホテル山楽に於いて石

川県ウオーキング協会新

年互礼会が５０名の参加

で開催された。 

 北実石川県ウオーキン

グ協会会長が石川県のウ 

オーキング人口の拡大を目指しましょうとあいさつした。 

 来賓あいさつでは中村勲県議会議長、森山善博 

 石川県教育委員会スポーツ健康課長が谷本知事の

祝辞を代読。詩丘樹持金沢市市民局長が山野市長の祝

辞を代読。野本正人金沢市議会議員による乾杯の音頭

で開演した。 

 開宴後平下政美副会長、小竹由則北國新聞社事業

部長をはじめメディアの方々、参加地域協会会長全員の

あいさつがあり、谷内迪子石川県ウオーキング協会副会

長の中締めでお開きとなった。 

グ協会会長が加賀百万石ツーデーウオークを日本マー

チングリーグ昇格を目指そう！現在１２地域協会を全市

町に広めよう！県内初のイヤーラウンドステイションを開

設するとあいさつした。 

 その後、北会長が議長を務め１号議案総会提出議案、

役員改選、役員体制の変更について審議し承認された。 

  ２月７日（日）石

川県女性センター

において石川県ウ

オーキング協会平

成２８年通常総会

が７５名の参加で

開催された。 

  北実石川県ウ

オーキング協会会 



◇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◎ 

 第１３回加賀百万石

ツーデーウオークは６月

４日（土）～５日（日）ＪＲ

金沢駅兼六園口（東

口）もてなしドーム地下１

階イベント広場で開催

される。 

 昨年は新幹線開業記 

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

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 0761-44-3962 二川会長

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 開催地（集合場所） 備考

6 日 小松 第237例会 野々市市周辺を巡る JR野々市駅

12 土 県協会 IRいしかわ鉄道開業１周年記念ウオーク 津幡町 特別例会

13 日 七尾 第8回能登和倉万葉の里ウオーク わくたまくんパーク

19-20 土日 第10回信州須坂シルクと蔵のまちツーデーウオーク 長野県 新幹線ウオーク

19-20 土日 第19回早春淡墨桜浪漫ウオーク 岐阜県 東海北陸リーグ

20 日 珠洲 第3回つばきウオーキング 珠洲市

21 祝 白山 白山・笠間地区＆太鼓の里を巡る JR加賀笠間駅

26 土 県協会 第130回健康ウオーク　小矢部市城山公園と埴生八幡宮を訪ねて　　石動駅 3月例会

27 日 かが 第178例会「春の芽生え湖北台地の道」 雪の科学館前広場

27 日 小松 第238例会　城下町の景観を残す金沢城周辺を巡る 金沢駅もてなしドーム

27 日 野々市 松任グリーンパーク周辺ウオーク 白山市

未定 内灘町 第7回内灘ロマンチックウオークプレ大会 内灘町役場

2-3 土日 第13回名古屋ツーデーウオーク 愛知県 東海北陸リーグ

3 日 小松 遊泉寺銅山跡を訪ねて 小松市

9 土 白山 鶴来の桜を巡る 白山郷公園体育館

10 日 小松 木場潟さくら祭り 木場潟

10 日 県協会 第131回健康ウオーク　金沢の有名建築を巡る 金沢市 4月例会

10 日 かが 第179例会「海の祈り呉羽五百羅漢の道」 富山市

10 日 野々市 高橋川桜並木ウオーク 野々市市

16 土 小松 竹の子の里と道の駅 小松市

16-17 土日 県協会 加賀百万石ツ－デ－ウオ－クプレ大会 犀川緑地公園/億卯辰山健民公園 特別例会

17 日 七尾 中能登花見ウオーク 織姫の里

23 土 小松 特別例会「市民ウオーキング①」 木場潟中央園地

29 祝 県協会 ウオーキングステーション開設記念ウオーク 金沢市 500選／特別例会

3
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     念大会にふさわし 

い参加者になりましたが、今大 

会も会員の皆さんが知人、友 

人を誘いいただき昨年並みの 

動員にご協力をお願いします。 

 ４日（土）は男川コース３０、 

２０、１０キロコース。５日（日）は女川コース２４、１６、８、まいど 

さん、歩育コースがある。せっかくコースは３日（金）「白山 

麓手取渓谷・橋めぐりの道」をバスツアーで開催する。 



い、ストレッチ後スタート。芦城公園から梯川左岸堤防道路、
右岸堤防道路を歩き、安宅漁港船溜まりに到着。休憩後
安宅町内に入り、豪商米谷邸跡地公園に立ち寄り、安宅
海浜公園ではかなり強い寒風の中小松市民センターで
休憩。小松天満宮、こまつの杜で巨大ダンプカーを眺めＪ
Ｒ小松駅にゴールした。 

 １２月６日（日）小松ウオー
キング協会は第２３４回例
会「納会ウオーク 安宅海
岸へそして天満宮は今」
を１３０名の参加者で開催
した。 
 開会式では責任者の
森さんがコース説明を行 

かがウオーキングクラブ歩歩 

              代表 岡谷吉雄 氏  

  

  

（３） 

◎ＩＷＡ加盟団体紹介コーナー 

 

  

 

  

（３） 

 １２月１３日（日）

石川県ウオーキ

ング協会は127

回健康ウオーク

「七つ橋めぐり」

をしいのき迎賓

館を会場に１３０ 

名の参加者で

開催した。 

◎県内のイベントレポート◎ 

ＫＷＡ「安宅海岸へそして天満宮は今？」開催！  

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

 １月１０日（日）
石川県ウオーキ
ング協会は「新
春ウオーク北陸
鎮護の大社”白
山さん”参拝」 
を１２０名の参加
者で開催した。 
 北陸鉄道野
町駅に集合し、２
両編成電車で 

ＮＷＡ「七尾市スポレク協賛ウオーク」開催！ 

 １２月１３日七尾ウオーキ
ング協会は第８１回「納会
ウオーク・・西地区を歩く」
を２６名の参加者で開催し
た。 
 開会式では元橋美津
子会長のあいさつの後、
コース説明、ウオーミング 

 加賀市の健康づくりの研修参加者に

呼びかけスタートし、県協会登録から１４

年目、本年も３月の例会１７８回からス

タートします。現在は会員の９割は女性

で役員・スタッフ全員が女性です。 

 地域の歴史に触れ、文化、伝承、自然と海山の幸も味

わえる事を参考に、新しいウオーキングをめざしています。 

 歩いて楽しいコースを進めるには、自分も楽しいと思え

なければとコースを考えています。前年度には、次の年度

下見を終え、秋には次年度に向けてのコース検討会を行

い、２年に一度「飛鳥の里」「木曽路」「熊野古道」を体験し

ています。 

 また、会員の相談も受け、家族や行政問題等について、

できるだけ共に考え解決できるよう努めている。今後は

男性中心の運営から、女性目線の能力が発揮できるウ

オーキングの環境づくりが大切だと思っています。 

 開会式では北実ＩＷＡ会長のあいさつ、担当の岩川さん

からコース説明、ストレッチを行い9：10にスタートした。 

 七つ橋めぐりは浅野川に架かる橋を巡るもので、歩いて 

いる最中は振り返ってもダメそして

無言で歩かなくてはならない。この

風習は「下の病気にならない」「長患

いで寝たきりにならない」ためで「無

病息災」「大願成就」の願掛けのご

利益があると言われている。 

 １２月とは思えない気温１５度と絶好

のウォーキング日和で全員無事に

ゴールした。 

鶴来駅へ到着。開会式では北実石川県ウオーキング協会
会長が新年のごあいさつ、担当の江口さんがコース説明。
竿下公認指導員がストレッチを行いスタートした。 
 鶴来街中を通り、全国に奉齊されている３千有余の白
山神社の総本宮として“白山信仰”の中心をなしている 白
山本宮・加賀一ノ宮白山比咩神社一の鳥居から１１９段あ
る参道を登り拝殿に到着。参拝やおみくじ、お守りを求め、
今年の家内安全、健康などを祈った。 
 鶴来駅に向かう途中、萬歳楽の小堀酒造で２０名ずつ
店内に入り新春の試飲を頂き駅に１１時半ごろ到着した。こ 

こからは実力に合わせ金
沢や途中まで自由歩行。 
 年初より異例の暖冬！
ようやく冬らしくなり予報
では降雨確率７０％！が
小雨程度で雪もなく参加
者は初詣ウオークを楽し
んだ。 
 

アップしてスタートした。能登総合病院前からのと蘭の国
で記念撮影。旧高階村池崎集落から安浄寺、青山彩光
苑で休憩し、ワークパル七尾にゴールした。心配した雨の
予報が好転して穏やかな天候の納会ウオークを楽しんだ。 



【300回】吉田美智代（小松）永井久喜（県） 【150回】安田

外喜子（白山）坂下政明（山中） 【100回】岡田喜昭（県） 

（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記録認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより）◎ 

○新会員のご紹介（12～2月） 

 ▽瀬尾恵子（野々市市）▽中越喜与嗣（金沢市）▽本

田茂雄（金沢市）▽折橋三枝子（金沢市）▽堀麻里（金

沢市）▽畔柳愛（金沢市）▽野村硯志（金沢市）▽渡邉

美幸（金沢市） 

○3月例会の日程を変更しました 

 3月例会「小矢部市城山公園と埴生八幡宮を訪ねて」

は当初3月12日の予定でしたが、この日に「IRいしかわ鉄

道開業一周年記念ウオーク」が開催されることになった

ため、急きょ3月26日（土）に変更しました。ご注意ください。 

○3～4月に4つの特別例会を開催します 

 通常の例会に加え、3月12日（土）に「IRいしかわ鉄道開

業一周年記念ウオーク」、3月19日（土）に「北陸新幹線で

行く須坂ツーデーウオーク」、4月16日（土）17日（日）に「加

賀百万石ツーデーウオーク プレ大会」をそれぞれ特別

例会として開催します（案内チラシ同封）。たくさんのご参

加をお願いします。また、4月29日（祝）には同じく「ウオーキ

ングステーション開設記念ウオーク」を計画しています。こ

れについては次号で詳細をお知らせします。 

○第13回加賀百万石ツーデーウオークにご協力をお

願いします 

 昨年の第12回大会は県内地域協会会員を含め延べ

195人の皆様にスタッフとしてご協力をいただきました。お

かげさまで、過去最高の3,665人の参加があり、北陸新幹

線金沢開業に花を添えることができました。本年も引き

続き、大会成功に向けて皆様のお力添えをお願いします

（スタッフ募集のお願い状同封）。 

○会費納入、再度のお願い 

 本年の会費をまだ納めていただいていない方には再

度のお願い状と郵便局の振替払込書を同封しました。ぜ

ひ本年も会員としてご活躍いただきたく、重ねてお願いし

ます。なお、3月までに納入いただけなかった方は退会さ

れたものとみなし、次号から会報等の発送はいたしません。

ご了承ください。 

○全国大会のパンフあります 

▽第3回広島ウオークin広島みなとフェスタ（3/12,13＝広

島県）▽第13回名古屋ツーデーウオーク（4/2,3＝愛知

県）▽第18回ふくしま吾妻荒川花見山ツーデーマーチ

（4/9,10＝福島県）▽第10回下総・江戸川ツーデーマーチ

（4/9,10＝千葉県）▽信州松本梓川・桜ウオーク（4/16,17

＝長野県）▽第5回成田エアポートツーデーマーチ

（5/21,22＝千葉県） 

◎県内共通パスポート表彰者 （12月～2月、敬称略） 

◇ＪＷＡ地球一周認定（敬称略 2016.1-2月号より） 

 ・39000キロ永井久喜 ・31000キロ東 健 ・20000キロ 

 三村道代 ・13000キロ神保輝雄 ・11000キロ岩田正江 

◇ＩＶＶ回数記録認定（敬称略 2016.1-2月号より）  

 ・400回大田則子 ・300回松林知一 ・100回広野正芳 

◇ＩＶＶ距離記録認定（敬称略 2016.1-2月号より） 

 ・13000キロ西山正夫 ・8000キロ徳井 昇 ・6000キロ 

 大田則子、北清男、塩野礼子 ・3000キロ表光好、枝 

 一郎（申告） 

◇日本の歩きたくなるみち500選（敬称略 2016.1-2月号 

 より） ・100コース完歩者 岩田誠、岩田正江 ・都道府 

 県コース完歩者 西山正夫、西山美紀 

ＮＷＡ納会ウオーク「西地区を歩く・・」開催！ 

 １月１日（祝）小松ウオーキ
ング協会は第235回初詣ウ
オーク「小松市内４社巡り」
を８０名の参加者で開催し
た。 開会式では河村会長
のあいさつ、橋本副会長が
コース説明しＪＲ小松駅をス
タート。 

ＫＷＡ初詣ウオーク「小松市内４社巡り」開催！   

 １月２日（祝）七尾ウオーキ
ング協会は82回例会「初詣ウ
オーク・・四社めぐり」を七尾
市役所を会場に２５名の参加
者で開催した。 
 開会式では廣里総括副
会長があいさつし、一花指導
員がストレッチを行いスタート。  

【50回】鈴木優子（県）中塚稔（県）下出桂子（山中） 

※県内共通パスポートは30回からの認定になります。200

回以上は100回ごとです。パスポートに手数料200円を添

えて所属協会にお申し出ください。折り返し県協会から認

定証と記念品、新しいパスポートをお届けします。 

 最初の気多本宮では各自思い思い祈願し集合写真を
撮影して再スタート。神明松尾神社、印鑰神社。最後は大
地主神社と呼ばれる府中村山王社では多くの参詣者で
にぎわっていた。 
  

最初は兎橋神社、途中木曽会館でＡ、Ｂコースに分かれ
てＡコースは住吉神社に向った。安宅関見学後木曽会館
で昼食。その後小松運動公園経由日吉神社、斎藤別当
実盛の甲が木曽義仲より奉納されたことで有名な多太
神社、松尾芭蕉碑の「むざんやな甲の下のきりぎりす」で
も有名。４社を詣でて14時過ぎＪＲ小松駅にゴールした。 


