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（１）

７月２９日（日）石川
ウオーキング協会、小松
ウーキング協会共催の
「越前禅定道・白山平泉
寺を訪ねて」をえちぜん
鉄道勝山駅発着で１００
名の参加者で開催した。
出発式では大路石川県

ウオーキング協会会長が
こまめの水分補給で熱中
症にならないように白山
禅定道白山平泉寺ウオー
クを楽しみましようと話
した。二川小松ウオーキ
ング協会会長のあいさつ
の後、ストレッチを行い
9：45にスタートした。

勝山橋を渡り、
桜木陰の弁天
遊歩道で一息
つきながら、
勝山城博物館
駐車場ショッ
プでソフトク
リーム、ジェ
ラートで休憩、
日本の道百選
菩提林・石畳

の残る道を上り、歴史探遊館まほろば到着。ここで７
キロコースは別れてバスにて一路勝山駅へ。白山平泉
寺というからお寺かと思いきや明治の神仏分離令で、
寺院の建物はなく白山神社拝殿、本社にお参りして昼
食と休憩タイム。

13：15に歴
史探遊館まほ
ろばをスター
トし、菩提林
を下り、越前
大仏でかき氷
で体を冷やし、
明治の雰囲気
の残る商店街
を経由して予
通り勝山駅にゴール。予報気温が３６度のなか休憩を
多く取り、適切な水分補給で数名は援護車に乗ったも
のの、熱中症になることもなく無事ゴールした。
〇白山三禅定道
白山への登山道の始まりは修行者などが登るために作
られた道で、この道は「禅定道」と呼ばれた。「禅定

道」は加賀、越前、美濃の三方向から整えられ、それ
ぞれ「加賀禅定場」は加賀馬場で白山比咩神社「越前
禅定道」は越前馬場で平泉寺白山神社「美濃禅定道」
は美濃馬場で長滝白山神社が信仰の拠点となった。
〇国史跡白山平泉寺（へいせんじ）の概要
白山信仰の越前での拠点として、養老元年（717）泰
澄大師によって開かれたと言われているのが白山平泉
寺で、一帯は、最盛期には8,000人もの僧兵がいたと伝

えられ、当時
の日本では最
大規模の宗教
都市となり繁
栄した。しか
し、天正2年
（1574）越前
一揆衆に攻め
られ全山焼失
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

18 土 小松 木場潟キャンドルナイトウオーク 18:00木場潟中央園地 小松特別例会

19 日 内灘町 納涼ウオーク 16：00内灘町サイクリングターミナル

23 木 県・小松 ウオーキングステーション開設記念ウオーク 8：30イオンモール新小松　南入口 特別例会

25-26 土日 東海北陸 第16回飛騨神岡ツーデーウオーク 岐阜県

26 日 県・小松 8月例会　越中八尾街めぐり 8：50JR越中八尾駅 小松協会と合同

26 日 野々市 親睦会（休暇村能登千里浜近辺ウオーク） 羽咋市 会員限定

1 土 小松 健康ウオーク④

9 日 かが 206回例会／城端むぎや祭の道 富山県

22 土 県協会 9月例会　国史跡探訪③狐山と法皇山古墳 8：30JR動橋駅

23 日 県協会 ピンクリボンメッセージウオーク 9：00しいのき迎賓館 共催

23 日 小松 白山眺望ウオークinこまつ 小松市

23 日 七尾 七尾城山展望ウオーク 8:00城山運動公園プール側駐車場

29 土 内灘町 小松市内を歩く 小松市

30 日 野々市 七尾食祭市場近辺ウオーク 七尾市

30 日 能美市 九谷陶芸村＆九谷焼の歴史散策ウオーキング 8：45九谷焼資料館 後援

2 火 小松 バスdeウオーク(郡上八幡） 事前申込限定

6,7 土日 県協会 金沢ウオーク（ツーデー） いしかわ四高記念公園 協力

7 日 輪島 第3回能登平家の里ウオーク 町野スポーツクラブ施設

8 祝 県協会 はだしの王国歩育楽校 10:00奥卯辰山健民公園 共催

8 祝 七尾 七尾市スポレク参加ウオーク 8：00田鶴浜小グラウンド

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」 かほく市

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 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

27 土 小松 北陸道ウオーク「小杉～富山」 9：00とやま鉄道小杉駅

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 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

８月

9月

10月



◎県内のイベントレポート◎

（３）

６月２４
日（日）石
川県ウオー
キング協会
は県主催の
「スポレク
交流大会」
行事「アジ

７月８日（日）
小松ウオーキング
協会はこまつドー
ム発着の「石文化
の歴史に触れる滝
ケ原」を９０名の
参加者で開催した。
開会式では新入

７月１５日
（日）七尾ウオー
キング協会はのと
共栄信用金庫和倉
支店駐車場発着で
「七尾湾岸ウオー
ク」を５７名の参
加者で開催した。

サイ寺と宗桂会館を訪ねて」をＩＲいしかわ森本駅発
着にて１２０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、橋本さんよりコース説明、竿下さんの指
導でストレッチを行い９時１５分にスタートした。

宗桂会館では加
賀象嵌と日機装の
先端技術、歴史の
説明を聞き、アジ
サイ寺で有名な本
興寺では住職と住
職夫人の説明を聞
き歴史のある寺院
であることを認識
した。その後、山

側環状線観法寺パーキングエリアにおいて昼食を取り
ミニウーキング教室の脈拍測定と歩幅測定を実施し、
ＩＲいしかわ森本駅に午後２時前にゴールした。
気温が高いが晴

天に恵まれ、森本
周辺の名所、古刹
・本興寺を訪ねる
ことができた。

会員３名の紹介があり、準備体操後、元気よくスター
トした。ドームを出て山あいを進み那谷寺に到着。こ
こでＢコースと別れ、滝ケ原町到着。「滝ケ原観光
ネットワーク」の東さんが、街入口にある案内板を見
ながら、石材切り出しの歴史、用途、加工文化、現在
の町の人口等について詳しく説明して頂きました。そ
の後、町内産出の石で造られた西山橋、丸竹橋、我山
橋等のアーチ式橋、西山石切場跡などの説明を受けな
がら本山採石場上に到着。ここは商業生産している石
切り場で、採石場現場に繋がるトンネルの内部を見学
した。現在はダイヤモンドチップと呼ばれるカッター
で切り出しが行われています。トンネルの中は冷気が
あり涼しく気持ち良い時を過しました。

滝ケ原里山自
然学校で昼食を
取り小松市の公
営霊園である菩
提公園、ゆのく
にの森を経由し、
湿度も高くなっ
て蒸し暑かった
が事故もなく、
全員ゴールした。

開会式ではコースの説明、熱中症予防の注意事項、
準備運動の後、スタートした。石崎町・漁港に出て津
向町に抜ける切通しに至り、西湊コミニティーセン
ターで休憩。その後、旧御祓中前を通って小島町の山
間部へ、松百新町の入口で列詰めし、赤浦町公民館で
休憩。新保町、祖浜町の田園地区を横切って「のとし

ん」駐車
場に酷暑
のなか全
員事故も
なくゴー
ルした。

本来は第１５回百万石ツーデーウオーク出発式にお
いて授賞式を行うものですが、５月２４日（木）ス
タッフ説明会会場において２名の受賞式を行いました。

受賞の永井久喜氏受賞の小松隆氏



○県内で唯一のウオーキングステーションが誕生
前号でもご案内し

ましが、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
に石川県では唯一の
ウオーキングステー
ションがオープンし
ました。500選コー
スを含む３本のイヤ
ーラウンドコース（15km、14km、13km）が設定さ
れています。オープンを記念し8月23日（木）に小松
協会と合同で特別例会を開催します。開催案内とス
テーションの利用ガイドを同封しました。こぞってご
参加ください。
○金沢ウオークのスタッフ募集
10月6日（土）7日（日）に開催される「金沢ウオー

ク2018」のパンフレットを同封しました。県協会は昨
年と同じく両日ともロングコース（21km、22km）と
ミドルコース（15km、10km）のコースリーダー
（トップ、センター、アンカー）を担当します。つい
ては当日、スタッフとしてお手伝いいただける方を募
集しています。事務局までご連絡ください。9月にス
タッフのコース下見を実施します。スタッフは県協会
でエントリーしますので参加費は不要です。なお、ス
タッフ以外の方の参加は直接、金沢市へお申し込みく
ださい。
○歩いてみたい例会のコースを教えてください
来年の事業計画を考える時期になりましたが、毎月

の例会のコース案もネタが尽きてきました。歩いてみ
たいコースや行ってみたいところなど、ぜひみなさん
のアイデアを教えてください。ご提案をもとに事業委
員会で計画を練りたいと思います。なお、事業委員会
は毎月第3火曜日（今月は21日）17：00から県協会が
入居する石川県平和町庁舎で開催しています。オープ
ンな会ですので、興味のある方はぜひご出席ください。
○全国大会のパンフあります
▽第16回飛騨神岡ツーデーウオーク（8/25,26＝岐阜
県）▽第19回日光ツーデーウオーク（9/1,2＝栃木
県）▽第26回奥の細道鳥海ツーデーマーチ（9/1,2＝
山形県）▽第6回おごと温泉・びわ湖パノラマウオー
ク（9/8,9＝滋賀県）▽宝浪漫マラソン2018（9/23＝
石川県）▽第20回田沢湖ツーデーマーチ（9/29,30＝
秋田県）▽第27回天橋立ツーデーウオーク（9/29,30
＝京都府）▽第18回瀬戸内しまなみ海道スリーデー
マーチ（10/5～7＝愛媛県）▽第12回ひらどツーデー
ウオーク（10/13,14＝長崎県）▽第10回みなと町神戸
ツーデーマーチ（10/27,28＝兵庫県）▽奥入瀬渓流三
里半ウオーク（10/27,28＝青森県）▽第41回日本ス
リーデーマーチ（11/2～4＝埼玉県）▽松本城ウオー
キング（11/10,11＝長野県）▽長崎ベイサイドマラソ
ン＆ウオーク（11/17,18＝長崎県）▽第1回聖徳太子
の里ツーデーウオーク（11/24,25＝奈良県）▽第11回
ピースウオークひろしまツーデーin廿日市（11/24,25
＝広島県）

△事務局からのお知らせコーナー▽

◎ＪＷＡ認定取得者（ＪＷＡｳｵｰｷﾝｸﾞﾗｲﾌより（2018.7-
8月号より敬称略）◎

県内共通パスポート表彰者（６月～８月）

（４）

◇地球一周４万キロ
・20000キロ広野正芳
◇日本マーチングリーグ表彰者
・第32回飯田やまびこマーチ高崎美知子
◇ＩＶＶ回数記録認定
・600回尾崎綾子・400回徳井昇・30回山上美雪
◇ＩＶＶ距離認定
・19000キロ毛利勝幸・11000キロ尾崎綾子徳井昇
・9000キロ一花章・8000キロ松林知一・7000キロ
安江和子安江重雄・4000キロ神保輝雄村田秀樹

・1000キロ川端外幸後藤正嗣

１０月６（土）７日（日）い
しかわ四高記念公園にて「金沢
ウオーク2018」が開催される。
６日（土）はＡ）ロングコー

ス21キロ、Ｂ）ミドルコース15
キロ、Ｃ）歩育コース3キロ。７
日（日）はＤ）ロングコース22
キロ、Ｅ）ミドルコース10キロ、
Ｆ）ショートコース6キロのコー
スでコースもリニューアルされ
ています。お友達、ご家族、お勤めのめメンバーでぜ
ひご参加ください。お問い合わせ先は「金沢ウオーク
実行委員会」076-220-2443まで。なお、お申し込みは
金沢市内各体育館、Webスポーツエントリーでも受け
付けています。

【500回】中西幸子（小松）【300回】中村京子（県協

会）一花章（県協会）【200回】徳井昇（県協会）

【150回】村田秀樹（県協会）荒木勲（小松）【50回】

阮宗海（県協会）田端久孝（小松）【30回】阮宗海

（県協会）田端久孝（小松）

○新会員のご紹介（6月～8月、敬称略）
▽宮口友里（金沢市）

○暑中お見舞い申し上げます
今夏の暑さは尋常ではありません。屋外での活動は

命にかかわるほどの危険な状況です。こんな中でのウ
オーキングはくれぐれも無理をせず、炎天下を避けて
水分と休憩をこまめに取りながら行ってください。秋
のシーズンに備えて、英気を養いましょう。

年 累計閲覧数 閲覧数 １日平均

2018/7 393,951 83,647 395

2017 310,304 93,091 263

2016 217,213 72,706 199

2015 144,507 76,358 209

2014 68,149 68,149 195

◎企画広報委員会からの御礼！◎

石川県ウオーキ
ング協会のホー
ムページは開設
９年を迎え、会
員の皆様のお蔭
で、１日平均約
400ページのアク
セスになりまし
た。


