
 

 

 

 

 

 

◎2 日間で 1,700 人余が参加、歩育も実施 

 第 19 回加賀百万石ツーデーウオークは 6 月 4 日

（土）5 日（日）、初めて金沢駅西口イベント広場を主

会場にして開

催し、二日間

で 全 国 か ら

1,700 人を超

えるウオーカ

ーが参加しま

した。コロナ

禍で 3 年ぶり 

の開催となりましたが、幸い、二日間とも天気に恵ま

れ、大きなトラブルもなく無事に終了することができ

ました。スタッフとしてご協力いただいた皆様にあら

ためて感謝申し上げます。 

 今回は会場のほか、チェックポイントも 2 カ所変更

しました。二日目の最終チェックポイントからゴール

までの区間はコース矢印を設置せず、参加者に自由に

歩いてもらうことにしました。また、歩育コースは金

沢城公園を会場にして単独で行い、30 組の親子が百万

石まつりの協賛イベントでにぎわう城内の散策を楽

しみました。 

 

 

◎金沢～東京 500 キロを踏破、延べ 1,443 人が参加 

 参勤ウオークがようやくゴールしました。金沢城を

スタートして 3 年 2 カ月。コロナ禍で 2 年間の中断を

余儀なくされましたが、無事に 500 キロを踏破するこ

とができました。 

 最終回は 5 月 10 日（火）、51 人が参加して中山道

大宮宿（JR 大宮駅）をスタート。浦和宿、蕨（わらび）

宿を経て荒川を渡り、東京に入って最初の JR 浮間舟

渡駅で一日目を終了。24 日目となる最終日は翌日、浮

間舟渡駅前の浮間公園（東京都北区）をスタートし、

板橋宿の加賀藩下屋敷跡（加賀公園）に立ち寄って赤

門前にゴールしました。 

 赤門前では板橋・文京・目黒の各県人会や県と金沢

市の東京事務所関係者、参加者の友人・知人など大勢

の出迎えを受け、参加者は感激に浸りながらお互いの

健闘を称え合いました。 

・金沢城スタート 2019 年 3 月 13 日（水） 

・赤門ゴール 2022 年 5 月 11 日（水） 

 

・全行程 24 日間 

・踏破距離 514 ㎞

（一日平均21.4㎞） 

・ 延 べ 参 加 人 数 

1,443 人（一日平均

60 人） 

 

 

◎豊かな水量の手取川七ケ用水を巡る（5 月例会） 

◇開催日 5月15日

（土）◇天気 曇り

◇参加人数 115 人

（うち会員 83 人）◇

コース 白山郷体育

館→天狗橋→古宮公

園→道の駅しらやま

さん→旧加賀一の宮駅→白山青年の家→横町うら

ら館→鶴来駅→白山郷体育館 

 コロナ禍で前年中止した企画がようやく実施でき

ました。七ケ用水は金沢平野の 3 市 1 町を潤す 7 本の

用水の総称であり、今回は手取川の取水口を中心に鶴

来の街中を用水に沿って歩きました。田植えシーズン

とあって用水は大量の水が勢いよく流れており、参加

者はその水量に圧倒されました。 
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特定非営利活動法人 石川県ウオーキング協会 会報 

●第 19回加賀百万石ツーデーウオーク 3年ぶりに開催、無事終了 

●参勤ウオーク スタートから 3年 2 カ月、赤門前にゴール 

 

●石川県ウオーキング協会の活動記録（2022年 4月～5月） 

 

 

大勢の出迎えを受けて赤門前に到着＝2022年 5月 11日 

 
受付を済ませ順次スタートする参加者 



◎百万石プレ大会（特別例会） 

◇開催日 4 月 16日（土）17日（日）◇天気 16

日／曇り 17 日／晴れ ◇参加人数 16日／78人

（うち会員 68人）17日／77人（うち会員 66人）◇

コース 16 日／おんな川 30、20、10 キロ 17日／

おとこ川 24、16、8キロ 

 初めての金沢駅西口を発着点とする 6 本の本番コ

ースを下見しました。下見にもかかわらず、3 年ぶり

のツーデーウオ

ーク開催を待ち

わびていた県外

ウオーカーの参

加もあって、本

番を思わせる賑

やかさになりま

した。 

 

【６月例会】高岡城下の北国街道を歩く（10 キロ） 

○6 月 19 日（日）あいの風高岡駅 9：15 スタート→

羽広交差点→（北国街道）→金屋町（重伝建）→山町

筋（重伝建）→高岡大仏→高岡古城公園（国史跡）→

前田利長墓所（国史跡）→瑞龍寺（国宝）→高岡駅 

【特別例会】イヤーラウンドウオーク（10 キロ） 

○7 月 9 日（土）9：00 イオンモール新小松店スター

ト→小松の杜→小松天満宮→小松城址→芦城公園→

曳山交流館→イオンモール新小松 

※IVV 認定はウオーキングステーションとなりますので、必

ずパスポートを持参してください。会員も参加費 200 円（ステ

ーション利用料）が必要です。小松協会と合同開催 

【７月例会】金沢のレトロ建築めぐり（10 キロ） 

〇7 月 24 日（日）もてなしドーム地下広場 8：00 ス

タート→北國銀行武蔵が辻支店→金沢文芸館→旧第

六旅団司令部跡→旧陸軍弾薬庫隧道→金沢くらしの

博物館→いしかわ赤レンガミュージアム→国立工芸

館→県立美術館広坂別館→しいのき迎賓館→石川四

高記念館→近世史料館→金沢駅 

※第 31回いしかわスポレク交流大会協賛行事 

 

 

【内灘町協会】▽7 月 2日（土）志賀町増穂浦ウオー

ク＝8：30 道の駅とぎ海街道（申し込み、問い合わせ

＝橋本事務局長 090-9768-3791） 

【かほくクラブにゃんたろう】▽7 月 3日（日）初夏

のウオーキングイベント＝金沢方面▽8 月 7 日（日）

市外の道を歩く＝富山方面（申し込み、問い合わせ＝

市スポーツ文化課 076-283-7135） 

【小松協会】▽7 月 9 日（土）イヤーラウンドウオー

ク＝8：10 イオンモール新小松店西側駐車場（申し込

み、問い合わせ＝村中事務局長 0761-47-0858） 

【七尾協会】▽7 月 10 日（日）七尾湾岸ウオーク＝

8：00 七尾駅前（申し込み、問い合わせ＝廣里事務局

長 090-3888-0906） 

【野々市ウキウキ】▽7 月 10 日（日）犀川緑地ウオ

ーク＝大桑緑地駐車場（申し込み、問い合わせ＝山本

副代表 076-248-1040） 

○新会員のご紹介 

▽前出洋子（金沢市）▽森正代（白山市）▽高畠久恵

（金沢市） 

○県内共通パスポート表彰者 

【500回】永井久喜（県協会）吉田美智子（小松）【400

回】西山美紀（県協会）【300回】徳井昇（七尾）【150

回】土谷和代（県協会）谷内迪子（県協会）【100 回】

横山春男（小松）川端洋子（小松）泉博之（県協会）

村田由美子（県協会）【50 回／30 回】玉田ひろ子（県

協会）宮川憲一（県協会）岡山すみえ（小松） 

○JWA/IVV記録認定者（ウオーキングライフ 5、6月号から） 

【地球一周 4万キロ】▽2万 7000キロ＝小松隆▽1000

キロ＝井山美智子【IVV距離】▽1万キロ＝初見幸広 

○JWAの表彰者に浅見さんと七尾協会 

 日本ウオーキング協会(JWA)の令和 4 年度総合表彰

者に、石川県から能登町ウオーキング協会の浅見敏夫

理事長（個人の部）と七尾ウオーキング協会（団体の

部）が選ばれました。長年にわたる地域でのウオーキ

ング活動に対する貢献が認められたものです。表彰式

は 6 月 26日、東京で開かれる JWA の定時社員総会の

席上おこなわれます。 

○金沢マラソンのボランティア募集 

 10月 30 日（日）に開催される「金沢マラソン 2022」

の大会組織委員会からボランティア募集の依頼が来て

います。県協会からは例年、30 人余の会員がスタート

地点の選手整理班として協力しています。団体として

参加しますので、協力いただける方は今月中に県協会

事務局まで FAX、メール、LINEでご連絡ください。 

●石川県ウオーキング協会の今後の行事予定 

●県内他協会の行事予定 

●事務局からのお知らせ 

 

 


