
 

 

 

 

 

◎新春祈願ウオーク（1月例会） 

◇開催日 1月 8日（日）◇天気 晴れ◇参加人数 97

人（うち会員 88 人）◇コース しいのき迎賓館（ス

タート）→香林坊地蔵→新天地→蛤坂→寺町→桜橋→

石浦神社→金沢神社→兼六園（解散） 

本年最初の例会は 2021 年 1 月に予定していた企画

でしたが、当日朝、金沢市内に大雪警報が発令された

ため中止したもので、2 年ぶりの実施となりました。

この日は 2年前とは打って変わって 1月とは思えない

ような晴天に恵まれ、気持ちも晴れ晴れとした歩き初

めとなりました。参加者はまず眼病に効くという香林

坊地蔵＝写真＝に参拝、続いて新天地の出世地蔵、恋

愛成就の石浦神社、学業成就や金運、災難よけに御利

益がある金沢神社と回り、兼六園で解散しました。石

浦神社では利き酒をいただき、解散後は自由に兼六園

内や金沢城公園などを散策しました。 

 

 

【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→大桑層化石産地と甌穴→藤五郎神社→

九萬坊大権現→禅ケ峰神社→高尾城址見晴台→額谷

ふれあい公園→四十万みはらし台→大乗寺丘陵公園

（ゴール） 10キロ 

【4月例会】お花見ウオーク（10キロ） 

○4 月 2 日（日）金沢南運動公園 9：00 スタート→陸

上競技場→有松小公園→伏見川→満願寺川→高橋川

→高尾緑道→伏見川→金沢南運動公園（ゴール） 

【加賀百万石プレ大会】特別例会 

○4 月 15 日（土）16 日（日）金沢駅西口イベント広

場 8：30スタート 

○15日／おとこ川コース（24キロ、12キロ）＝金沢

駅西口（スタート）→市民芸術村→犀川河川敷→新橋

→にし茶屋街→六斗広見→泉野図書館→山科→大乗

寺丘陵公園→前田家墓地→山環野田トンネル→大桑

貝殻橋→辰巳用水遊歩道→錦町→三口新町→犀川雪

見橋→上菊橋→犀川河川敷→桜橋→新竪町→竪町→

木倉町→長町武家屋敷→玉川町→六枚町→金沢駅（ゴ

ール） ※12 キロコースは泉野図書館前で分岐し上菊橋で

24キロコースと合流 

○16日／おんな川コース（20キロ、10キロ）＝金沢

駅西口（スタート）→安江八幡宮→小橋→主計町→ひ

がし茶屋街→卯辰山ろく寺院群→汐見坂緑地→望湖

台→奥卯辰山健民公園→角間新町→金大角間キャン

パス→田上→下田上橋→旭橋→兼六あゆみ橋→天神

町緑地→馬坂→小立野通→本多の森公園（解散）  

※10 キロコースはひがし茶屋街で分岐し天神町緑地で 20

キロコースと合流 

【小松協会】▽2 月 19 日（日）千代女の里松任街歩

き＝JR 松任駅南口 8：10 受付開始、9：15 スタート

▽3月 19日（日）大聖寺藩ゆかりの寺院めぐり▽4月

2 日（日）木場潟桜まつりウオーク（申し込み、問い

合わせ＝村中事務局長 0761-47-0858） 

【七尾協会】▽3 月 12 日（日）弥生・万葉の里ウオ

ーク＝和倉温泉わくたまくんパーク▽4 月 9 日（日）

花見ウオーク＝のと鉄道西岸駅（申し込み、問い合わ

せ＝廣里事務局長 090-3888-0906） 

【かほくクラブにゃんたろう】▽3月 12日（日）観

梅ウオーク＝イオンモールかほく（申し込み、問い合

わせ＝市スポーツ文化課 076-283-7135） 

【内灘町協会】▽3 月 19 日（日）加賀八家の屋敷跡

を巡る＝金沢駅もてなしドーム地下広場 8：30受付開

始、9：00 スタート▽4 月 8 日（土）詳細未定（申し

込み、問い合わせ＝橋本事務局長 090-9768-3791） 
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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（2023 年 1月） 

 

●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 



○新会員のご紹介 

▽桶川秀志、桶川順子（金沢市） 

○県内共通パスポート表彰者 

【200回】愛宕清（県協会）【30回】大石久義（七尾）

○JWA/IVV記録認定者（ウオーキングライフ 1、2 月号から） 

【地球一周 4 万キロ】▽4万キロ＝津沢修▽8000 キロ

＝徳井昇▽3000 キロ＝中西幸子【JML】▽スーパーマ

スターウオーカー⑦＝津沢修【IVV回数】▽10回＝高

畠久恵【IVV距離】▽4万キロ＝津沢修▽7000 キロ＝

村田秀樹▽100キロ＝高畠久恵 

○総会開催、大路会長が今期で退任を表明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石川県ウオーキング協会の 2023 年通常総会は 2 月

4 日、県女性センターで 44 人（他に委任状 95 人）が

出席して開かれ（出席率 78％）、昨年の事業報告およ

び決算、本年の事業計画・予算を原案どおり可決承認

しました。任期満了に伴う役員と評議員の改選につい

ても執行部提案の人事が承認されました。席上、大路

孝之会長は今期での退任を表明しました。なお、新会

長、副会長、専務理事等の役職は 4 月初めに開催され

る組織理事会で互選されます。 

総会で承認された次期役員と評議員は次のみなさん

（○は新任） 

【理事】○吉田仁、○福田一亮、三浦靖子、津田龍佑、

浅井豊樹、松林知一、竿下るり子、岡田宜之、中田実

千世、○福江厚廣、○今寺一義、中田稔也、○熊野直

哉、○森光明、辻口安衛、山本義昭、七田稔、松本章

弥、浅見敏夫、向山忠秀、坂井正靱、岡田礼子、俵政

昭、小松隆、愛宕清、○河原弘美【監事】出口勲、白

江亨【評議員】浅井久夫、○桶川秀志、中田真美、中

山潔、○宮田薫、野村碩志、吉田準、○若狭武夫、廣

里重信、古川隆博、酒井誠一、米田実、中塚稔、岩川

武、広野正芳、宮崎誠一、青木珠弥江、石黒高心、土

谷和代、高木良子、○小田和代、土田麻巳、○太田衛

○第 20 回大会のスタッフお願い 

 4 日の総会で第 20 回加賀百万石ツーデーウオーク

の開催要項が承認されました。第 20 回大会は 6 月 3

日（土）4 日（日）、金沢駅西口イベント広場を会場に

開催します。20回の節目とはいえコロナの心配もある

ので昨年の 19 回大会と同様、簡素な大会にするつも

りですが、まいどさんコースの復活、ロングコースの

廃止、おとこ川とおんな川の日程入れ替えなど新しい

試みも取り入れたいと考えています。コースも新しく

なるので、昨年以上に多くの会員の皆様にスタッフと

して力を貸していただきたく、謹んでお願い申し上げ

ます。スタッフのお願い状を同封しました。4 月のプ

レ大会までにご応募をお待ちしています。 

○参勤ウオークの写真集を作成 

 3 年 2 カ月かけて昨年 5 月に東京・本郷の赤門前 に

ゴールした「参勤ウオーク」の写真集を発行します。

A5 版 24 ページで価格は 1 冊 2,000 円（送料込み）の

予定です。どなたでも購入いただけますが、注文生産

としますので希望者は 2 月 28 日までにメール、ファ

クス、LINE で事務局までお申し込みください。代金は

商品発送時に郵便局の振込用紙を同封します。振込手

数料は各自でご負担をお願いします。参勤ウオークは

県協会 20 周年記念事業として実施し、金沢城から赤

門ゴールまで全行程 24日間、約 500 キロに延べ 1,443

人が挑戦しました。 

〇全国大会のご案内 

コロナも5月から5類に引き下げられることになり、

ウオーキングもようやく、心置きなく楽しめる雰囲気

になってきました。春のウオーキングシーズンに向け

て全国から大会案内が届いています。さあ、今年こそ

思いっきり全国を歩き回りましょう。 

以下の大会パンフレットは事務局にあります。▽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）▽第 28回九州国際スリーデーマーチ（3/3～5＝熊

本県）▽第 12 回京都ツーデーウオーク（3/4，5＝京都

府）▽第 36 回瀬戸内倉敷ツーデーマーチ（3/11，12＝

岡山県）▽第 24 回古河まくらがの里・花桃ウオーク

（3/25＝茨城県）▽第 11 回さいたマーチ見沼ツーデ

ーウオーク（3/25，26＝埼玉県）▽第 18 回名古屋ツー

デーウオーク（3/25，26＝愛知県）▽第 21回讃岐うど

んつるつるツーデーウオーク（4/1，2＝香川県）▽第

17 回下総・江戸川ツーデーマーチ（4/8，9＝千葉県） 
※3 月の「さいたマーチ見沼ツーデーウオーク」は日本マ
ーチングリーグ（JML）の公式大会に昇格しました。JML は
これで 19 大会となります。 

●事務局からのお知らせ 

2月 4日に開催された 2023年通常総会 

総会であいさつ
する大路会長 


