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●石川県ウオーキング協会の活動記録（2022 年 6 月～7 月）
◎金沢のレトロ建築を巡るウオーク（7 月例会）
◇開催日 7 月 24 日（日）◇天気 晴れ◇参加人数
86 人（うち会員 74 人）

オンモール新小松（10 キロ）
この特別例会は年 1 回、小松ウオーキング協会と合
同で開催しており、石川県で唯一のウオーキングステ
ーションを利用して、今回は 4 本の常設コース（イヤ
ーラウンドコース）のうち最も短い「こまつ街中ゆっ
たりコース」を歩きました。
※ウオーキングステーションは全国で約 180 カ所ありますが、
北陸 3 県では小松市と高岡市の 2 カ所だけです。1 回の利
用料 200 円で IVV の認定を受けられます。

◎高岡城下の北国街道を歩く（6 月例会）
◇開催日 6 月 19 日（日）◇天気 晴れ◇参加人数
90 人（うち会員 75 人）
◇コース

あいの風とやま鉄道高岡駅→羽広交差点

金沢駅→北國銀行武蔵が辻支店→金沢文

→（北国街道）→金屋町（重伝建）→山町筋（重伝建）

芸館→旧第六旅団司令部→旧陸軍弾薬庫隧道→金沢

→高岡大仏→高岡古城公園（国史跡）→前田利長墓所

くらしの博物館（旧金沢二中本館）→いしかわ赤レン

（国史跡）→瑞龍寺（国宝）→高岡駅（12 キロ）

◇コース

ガミュージアム（旧金澤陸軍兵器庫）→国立工芸館（旧
陸軍第九師団司令部・旧陸軍金沢偕行社）→県立美術
館広坂別館（旧陸軍第九師団長官舎）→しいのき迎賓
館（旧石川県庁）→石川四高記念文化交流館→近世史
料館→金沢駅（10 キロ）
7 月例会は金沢の明治、大正、昭和初期に立てられ
たレトロ建築を回る魅力的なコースでした。第 31 回
いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会ウオー
キング部門の行事にもなっていたため、参加者には馳
知事からの立派な完歩証が贈られました。

◎イヤーラウンドウオーク（特別例会）

参勤ウオーク番外編として、2019 年 4 月 10 日に素

◇開催日 7 月 9 日
（土）
◇天気 曇り◇参加人数 67

通りした参勤 3 日目の高岡城下の街道筋を歩き直しま

人（うち会員 30 人）

した。コロナ禍の中で県外での例会は、参勤ウオーク

◇コース

を除くと、吉崎御坊（福井県あわら市）を訪ねた 2020

イオンモール新小松→こまつの杜→小松

天満宮→小松城址→こまつ曳山交流館みよっさ→イ

年 11 月以来です。

●石川県ウオーキング協会の今後の行事予定
【8 月例会】金沢のユニークな狛犬を訪ねて②
〇8 月 21 日（日）金沢駅もてなしドーム地下広場 8：
10 スタート→安江八幡宮―宇多須神社―浅野川稲荷
神社―田井菅原神社→椿原天満宮―石浦神社―白鬚
神社―金沢駅（10 キロ）

【9 月例会】金沢の奥座敷湯涌温泉を訪ねて
〇9 月 11 日（日）金沢湯涌みどりの里 9：00 スター
ト→湯涌江戸村→福神橋→湯涌バス停→白雲楼跡

→上原町→白見町→みどりの里（10 キロ）

【10 月例会】加賀能登の海岸線をたどる②
○10 月 16 日（日）かほく市役所 9：00 スタート→JR
宇野気駅→七塚中央公園→高松 IC→高松歴史公園
→高松サービスエリア→高松ブドウ発祥の地→JR
高松駅（13 キロ） ※要昼食弁当
【歩育楽校】はだしの王国歩育楽校
○10 月 10 日（祝）奥卯辰山健民公園

●県内他協会の行事予定
【小松協会】▽8 月 27 日（土）木場潟公園ナイトウ
オーク＝17：40 木場潟公園中央園地メダカハウス前
▽9 月 4 日（日）金沢港クルーズターミナルと大野周
辺＝8：30 金沢港クルーズターミナル▽9 月 25 日
（日）
梯川流域に彼岸花を訪ねて＝7：50 憩いの森管理事務
所西駐車場（申し込み、問い合わせ＝村中事務局長
0761-47-0858）
【内灘町協会】▽8 月 28 日（日）小松市前川水辺巡
りウオーク＝9：00 木場潟公園北園地休憩所（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】▽9 月 11 日（日）秋
のウオーキングイベント・能登方面（申し込み、問い
合わせ＝かほく市スポーツ文化課 076-283-7135）
【七尾協会】▽9 月 18 日（日）富山湾岸灘浦ウオー
ク＝8：00 道の駅いおり駐車場（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】▽9 月 25 日（日）奥卯辰山公園
散策（申し込み、問い合わせ＝山本副代表 076-2481040）

●事務局からのお知らせ
○新会員のご紹介
▽永栄久代（金沢市）
○県内共通パスポート表彰者
【300 回】清水徳典（県協会）
【150 回】乾小枝子（小
松）浦郁雄（県協会）
【100 回】藤本信子（県協会）田
中節子（諸江）【50 回／30 回】正木みどり（七尾）
○JWA/IVV 記録認定者（ウオーキングライフ 7、8 月号から）
【地球一周 4 万キロ】▽3 万 8000 キロ＝広野正芳▽2
万 7000 キロ＝岩田誠▽1 万 6000 キロ＝枝一朗▽5000
キロ＝徳井昇【JML】▽銅メダル＝津澤敏幸【オール
ジャパン完歩】初見幸広【IVV 回数】▽600 回＝清水
徳典、橋本吉昭▽400 回＝枝一朗、村田秀樹【IVV 距
離】▽1 万 4000 キロ＝尾崎綾子▽1 万 2000 キロ＝清
水徳典▽9000 キロ＝奥池麗子
〇北陸新幹線金沢～敦賀間リレーウオーク
北陸新幹線の 2024 年敦賀開業を盛り上げようと 9
月 17、18，24、25 日に金沢～敦賀間リレーウオーク
が開催されます。石川県と福井県の主催で、金沢駅と
敦賀駅から、それぞれ半日ずつリレーして 8 つのコー
スをつなぎ、県境で両県の参加者が対面する計画です。
このイベントに県協会もコーススタッフとして協力し
ます。会員の特別参加枠もありますので、スタッフお
よび参加希望者は 8 月 17 日（水）までにメール、FAX
で県協会事務局までご連絡ください。コース等の詳細
は同封のパンフレットをご覧ください。
○来年の事業計画に提案をお願いします
コロナ禍 3 年目の本年はここまで、2 月例会を中止
した以外は、ほぼ予定どおり事業を実施できました。
例会はまだ 4 回残っていますが、そろそろ来年の事業
計画を考えなければならない時期になりました。来年
は加賀百万石ツーデーウオークが 20 回の節目を迎え
ます。20 回大会をどうするかを含めて、毎月の例会で
歩きたいコースなど皆様のご意見や要望をお寄せくだ
さい。9 月の事業委員会で検討したいと思います。

○金沢マラソンのボランティアに 32 人協力
前回の会報でお願いをした金沢マラソン（10 月 30
日開催）のボランティアに 32 人の会員の皆様から協
力のお申し出をいただきました。まことにありがとう
ございます。当日は団体（県協会グループ）として運
営スタッフのお手伝いをすることになります。当日の
担当箇所や役割、集合場所などの詳細は後ほど個別に
ご連絡します。どうぞよろしくお願いします。
〇全国大会のご案内
残暑お見舞い申し上げます。新型コロナの感染は未
だ収束が見通せませんが、事務局には全国から秋の大
会の開催案内が続々と届いています。感染防止と熱中
症に注意しながら体調を整え、秋のウオーキングシー
ズンに備えましょう。大会パンフレットは事務局前の
廊下に出しておきますので、自由にお持ち帰りくださ
い。なお、コロナの感染状況によっては直前で中止の
可能性もありますので、参加申し込みに当たっては各
自で開催の確認をお願いします。
▽第 25 回いわて花巻イーハトーブの里ツーデーマ
ーチ（8/20、21＝岩手県）▽奥の細道鳥海ワンデーマ
ーチ（9/4＝山形県）▽第 31 回天橋立ツーデーウオー
ク（9/24、25＝京都府）▽第 35 回猿鬼歩こう走ろう健
康大会（9/25＝石川県）▽第 20 回記念瀬戸内しまなみ
海道スリーデーマーチ（9/30～10/2＝愛媛県・広島県）
▽第 24 回港よこはまツーデーマーチ（10/8、9＝神奈
川県）▽第 45 回日本スリーデーマーチ（11/4～6＝埼
玉県）▽2022 富士山・湖・もみじウオーク（11/12、
13＝山梨県）▽第 32 回加古川ツーデーマーチ（11/13
＝兵庫県）▽第 15 回ピースウオークひろしまツーデ
ーin 廿日市（11/26、27＝広島県）

