
 

 

 

 

 

 

◎加賀能登の海岸線をたどる②（10 月例会） 

◇開催日 10 月 16 日（日）◇天気 晴れ◇参加人数 

70 人（うち会員 48 人） 

◇コース かほく市役所 (スタート)→JR 宇野気駅

→(里山海道自転車道)→七塚中央公園→(里山海道自

転車道)→高松歴史公園→(旧能登街道)→桜井三郎左

衛門像→JR高松駅（ゴール）10 キロ 

2021 年

10 月に

内灘駅か

ら宇野気

駅まで歩

いたコー

スの続き

です。地

元かほく

ウオーキングクラブ「にゃんたろう」の会員や穴水町

ウオーキング協会からも団体参加があり、いつもの例

会に比べると多彩な顔ぶれになり、穏やかな日本海を

眺めながら秋の日差しのもとウオーキングを楽しみ

ました。出発式では「にゃんたろう」の坂井正靱会長

がコース上の見どころなどを紹介してくれました。 

◎木曽街道の跡をたどる（11月例会） 

◇開催日 11 月 13 日（日）◇天気 曇りのち雨◇

参加人数 47 人（うち会員 45 人） 

◇コース JR 美川駅（スタート）→蓮如之松→木曽

街道由緒碑→美川大橋→美し河原公園→前田斉泰公

腰掛石→小舞子海水浴場→（金沢小松自転車道）→ハ

マナス群落→加賀舞子海浜公園→JR 能美根上駅（ゴ

ール）10 ㎞ 

木曽街道とは源平合戦の昔、木曽義仲が敗走する平

家軍を追って駆け抜けたという故事にちなむ道です。

天気予報では昼前

から雨風になると

のことだったので、

出発式も省略して

先を急ぎました。幸

い日本海の波は穏

やかで、海岸線の

「金沢小松自転車

道」を歩き、雨が本降りになる前にゴールできました。 

◎金沢の石造物探訪ウオーク Part1（12 月例会）

◇開催日 12 月 3 日（土）◇天気 晴れ◇参加人数 

77 人（うち会員 72 人） 

◇コース 金沢駅（スタート）→安江住吉神社→久昌

寺→恵光寺→崇禅寺→東別院→栄昌庵→尾山神社→

金沢城公園玉泉院庭園→養智院→法船寺→今枝仁王

像 →放生寺→平岡野神社→金沢駅（ゴール）10 キロ 

古い神社や寺院が多く残る金沢には藩政期に建立

された石塔、灯籠、墓碑、地蔵像など数多くの石造物

が残されています。参加者はコース地図と各ポイント

の説明文を見ながら、普段なら見過ごすような苔むし

た灯籠の写真を撮り、お地蔵様に手を合わせていまし

た。師走とは思えない晴天に恵まれ、足取りも弾みま

した。次回の Part2 は寺町台を中心に回る予定です。 

 

 

【1月例会】新春祈願ウオーク（10キロ） 

○1 月 8 日（日）しいのき迎賓館 9：30 スタート→香

林坊地蔵（眼病に効く）→新天地（出世地蔵）→寺町

→桜橋→石浦神社（恋愛成就）→金沢神社（学問、金

運、災難除け）→兼六園→しいのき迎賓館（ゴール）  

【2月例会】犀川橋巡り（10キロ） 

○2 月 26 日（日）西部緑地公園 9：00 スタート→示

野橋→示野中橋→若宮大橋→大和町広場→大豆田橋

→古府大橋→西部緑地公園（ゴール） 

【3月例会】金沢南部丘陵歴史夢街道を歩く 

○3 月 26 日（日）大乗寺丘陵公園 9：00 スタート→

前田家墓所→大乗寺→大桑層化石産地と甌穴→藤五

郎神社→九萬坊大権現→額谷石切場跡→大乗寺丘陵

公園（ゴール）10キロ 
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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 

●石川県ウオーキング協会の活動記録（2022 年 10月～12月） 

 

●石川県ウオーキング協会の今後の行事予定 



【七尾協会】▽1 月 2 日（休）初詣ウオーク＝七尾市

役所▽3月 12日（日）弥生・万葉の里ウオーク＝わく

たまくんパーク（申し込み、問い合わせ＝廣里事務局

長 090-3888-0906） 

【小松協会】▽1 月 9 日（祝）新春ウオーク五社巡り

＝小松駅 8：15 受付▽2 月 19 日（日）千代女の里松

任街歩き▽3月 19日（日）大聖寺藩ゆかりの寺院めぐ

り（申し込み、問い合わせ＝村中事務局長 0761-47-

0858） 

【内灘町協会】▽1 月 9日（祝）新春ウオーク・港町

大野を歩く＝金沢港クルーズターミナル▽3 月 19 日

（日）加賀八家の屋敷跡巡り＝金沢駅もてなしドーム

地下広場（申し込み、問い合わせ＝橋本事務局長 090-

9768-3791）

○新会員のご紹介 

▽宮千恵子（金沢市）▽小林信子（金沢市）▽水口初

枝（金沢市）▽塚原幸雅（福井県美浜町）▽岡山すみ

え（小松市） 

○県内共通パスポート表彰者 

【400 回】大田則子（県協会）西川勉（小松）一花章

（七尾）宮西留雄（小松）【300 回】小松隆（県協会）

【150回】村上ミチ子（小松）【100 回】上野一雄（小

松）山田順三（小松）藤藁幸子（県協会）【50 回／30

回】井山美智子（小松）左木政代（小松）藤藁幸子（県

協会） 

○JWA/IVV 記録認定者（ウオーキングライフ 11、12 月号から） 

【地球一周 4 万キロ】▽2万 9000 キロ＝岩田誠▽1万

キロ＝河原弘美【JML】▽マスターウオーカー＝河村

洋▽金メダル＝小松隆【特例年間完歩賞 2021】一花章

【IVV 回数】▽30 回＝土田麻巳【IVV 距離】▽1 万

1000 キロ＝安江和子、安江重雄▽1000 キロ＝河原弘

美▽100 キロ＝福田春子、福田良助 

○新しい会員証を同封しました 

 12 月 9 日までに来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。傷害保険料を

合わせて納入された方には「ウオーキング手帳 2023年

版」も同封してあります。未納の方には督促状の代わ

りに再度、会費の振込用紙を同封しました。なお、お

名前の書いてない入金が複数ありましたので「払った

のに会員証が入っていなかった」という方や、退会さ

れる方は恐縮ですが事務局までご連絡ください。来年

も引き続き会員として活動を継続していただけますよ

う重ねてお願いします。 

○来年の事業計画案を同封しました 

 正式決定は 2 月の総会ですが、事前にご検討いただ

けるよう来年の事業計画案を同封しました。加賀百万

石ツーデーウオークは来年 20 回の節目を迎えます。

一日目におとこ川コース、二日目におんな川コースと、

19 回大会と日程を入れ替え、参加者の少ないロングコ

ースを廃止するなど一部コースの見直しを考えていま

す。毎月の例会についても初めてのコースをいくつか

組み入れました。総会の場での修正も可能ですのでご

意見、ご要望等をお聞かせください。 

○通常総会は 2 月 4 日（土）開催です 

 来年の事業計画などを決める 2023 年通常総会は 2

月 4 日（土）10：30から金沢市三社町の県女性センタ

ー大会議室で開催します。開催案内と返信はがきを同

封しました。今回は任期満了による役員改選もありま

す。年 1 回の最高決定会議です。出欠の返事に合わせ、

欠席の方は委任状の提出をお願いします。 

〇全国大会のご案内 

 来年の大会案内が既に各地から届いています。しか

し、コロナ禍を契機に廃止となる大会も複数あり、来

年オールジャパンの大会が予定されていない県は宮城、

栃木、群馬と 3 つもあります。また、予定はあっても

開催日が未定の大会も多く、コロナの感染状況によっ

てはさらに中止の大会が増える可能性もあります。来

年はチャンスを先送りせず、歩けるときに歩きに出か

けましょう。以下の大会パンフが事務局にあります。

▽第 30 回記念汽笛一斉ウオーク（12/17＝神奈川県）

▽第 31 回いぶすき菜の花マーチ（1/21、22＝鹿児島

県）▽第 33 回南房総フラワーマーチ（2/18、19＝千葉

県）▽第 25回こばやし霧島連山絶景ウオーク（2/25、

26＝宮崎県） 

○良いお年をお迎えください 

 2022 年もコロナの感染拡大が続きましたが、3年ぶ

りに加賀百万石ツーデーウオークを開催できたのをは

じめ、長野県内で 2 年間中断していた参勤ウオークも、

5 月になんとか東京にゴールすることができました。

例会の中止は 1 回だけでした。来年についてもコロナ

の予断は許さないものの、今年より良い年になること

を信じて、前を向いて歩いていきたいと思います。こ

の一年のご支援に心より感謝申し上げます。どうぞ、

良い年をお迎えください。 

●県内他協会の行事予定 

●事務局からのお知らせ 


