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●石川県ウオーキング協会の活動記録（2022 年 8 月～9 月）
来は昨年 8 月に開催の予定でしたが、コ
ロナ禍で一年延期となっていました。
（写真＝宇多須神社での記念撮影）
※この例会を企画しコースを作った植茶泰男
さん（県協会常務理事・広報委員長）が、去る
6 月 15 日逝去されました。これまでのご尽力
に感謝し心よりご冥福をお祈りいたします。

◎金沢の奥座敷・湯涌を訪ねて
（9 月例会）
◇開催日 9 月 11 日（日）◇天気 晴れ
◇参加人数 77 人（うち会員 61 人）
◇コース 金沢湯涌みどりの里（スター

◎金沢のユニーク狛犬を訪ねて②（8 月例会）
◇開催日 8 月 21 日（日）◇天気 曇りのち晴れ◇参
加人数 54 人（うち会員 48 人）

ト）→江戸村→福神橋→湯涌バス停→白
雲楼跡→林道白見谷選→上原町→白見町→みどりの
里（ゴール）約 10 キロ
この日は厳しい残暑で、スタートしてすぐ旧白雲楼

◇コース 金沢駅（スタート）→安江八幡宮→宇多須

ホテル跡地への上り坂は参加者を苦しめました。高尾

神社→浅野川稲荷神社→田井菅原神社→椿原天満宮

山への登山口を過ぎてからは下り坂となり、快適な林

→石浦神社→尾山神社→尾崎神社→白鬚神社→金沢

道の緑陰ウオークを楽しみました。湯涌温泉へは何度

駅（ゴール）10 キロ

も来ていますが、

当日はスタート直前まで金沢市内に大雨警報が発

今回のコースは

令されており、JR の電車も運転を見合わせていたた

初めてでした。こ

め、会場へ来ることができなかった人も多かったよう

の例会も昨年 5

で、いつもの例会に比べると寂しい参加人数でした。

月に開催の予定

しかし、コースの途中からは真夏の太陽が戻り、参加

でしたが、コロナ

者は市中心部の 9 社を巡って逆立ちをしたり子どもを
抱いたりした個性的な狛犬を興味深く鑑賞しました。
この例会は 2020 年 8 月に実施した企画の続編で、本

禍で延期したも
のです。
（写真＝林道白見谷線を元気に歩く参加者）

●石川県ウオーキング協会の今後の行事予定
【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→高松歴史公園→桜井三郎
左衛門像→JR 高松駅（ゴール） 10 キロ
【ピンクリボンメッセージウオーク】
○10 月 23 日（日）しいのき迎賓館広坂緑地 9：00 受
付開始（11：00 スタート）→金沢城公園→白鳥路→
歴史の小径→緑の小径→鈴木大拙記念館→竪町通
り→香林坊→しいのき迎賓館 5 キロ
【11 月例会】木曽街道の跡をたどる
○11 月 13 日（日）JR 美川駅北口 9：00 スタート→木

曽街道由緒碑→美川大橋→美し河原公園→小舞子
海水浴場→（金沢小松自転車道）→能美根上 SIC→
ハマナス群落→加賀舞子海浜公園→JR 能美根上駅
（ゴール） 10 キロ

【12 月例会】金沢の石造物探訪ウオーク Part1
○12 月 3 日（土）金沢駅もてなしドーム地下広場 9：
00 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→いもり堀→鱗町交差点→片町交差点→
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

●県内他協会の行事予定
【小松協会】▽10 月 23 日（日）いで湯の湖畔柴山潟
一周ウオーク＝8：20 中谷宇吉郎雪の科学館▽11 月 6
日（日）湯気の街山中温泉と鶴仙渓巡り▽11 月 20 日
（日）晩秋の白山麓に紅葉を求めて▽12 月 4 日（日）
納会ウオーク（申し込み、問い合わせ＝村中事務局長
0761-47-0858）
【内灘町協会】▽10 月 23 日（日）能美古墳群散策ウ
オーク（約 10 キロ）＝8：45 能美ふるさとミュージア
ム▽11 月 13 日（日）富山・呉羽山を巡る（10 キロ）
＝8：30 富山駅南口広場（申し込み、問い合わせ＝橋
本事務局長 090-9768-3791）

【野々市ウキウキ】▽10 月 23 日（日）湯涌温泉周辺
ウオーク▽11 月 20 日（日）加賀百万石回遊ルート散
策（申し込み、問い合わせ＝山本副代表 076-248-1040）
【七尾協会】▽11 月 6 日（日）七尾城山展望ウオー
ク＝8：00 七尾城登山口駐車場▽12 月 11 日（日）納
会ウオーク（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】▽11 月 20 日（日）
かにカニウオーク＝七塚中央公園▽12 月 3 日（土）イ
オンウオーク＝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）

●事務局からのお知らせ
○新会員のご紹介
なし
○県内共通パスポート表彰者
【400 回】安江和子（県協会）
【200 回】田中重夫（小
松）
【150 回】太田繁夫（県協会）
○JWA/IVV 記録認定者（ウオーキングライフ 9、10 月号から）
【地球一周 4 万キロ】▽4 万キロ＝高瀬孝行、山上美
雪▽2 万 8000 キロ＝岩田誠▽2 万 5000 キロ＝岩田正
江▽9000 キロ＝河原弘美【IVV 回数】▽1600 回＝津
沢修▽1400 回＝津沢敬子▽1200 回＝西山美紀▽800
回＝河村洋▽700 回＝塩野礼子▽600 回＝徳井昇▽
500 回＝高崎美知子▽100 回＝寺賀孝、中野政江【IVV
距離】▽2 万キロ＝西山美紀▽1 万 7000 キロ＝河村洋
▽1 万 3000 キロ＝小松隆▽1 万 1000 キロ＝塩野礼子、
高崎美知子▽6000 キロ＝高瀬孝行▽4000 キロ＝杉本
真寿栄▽1000 キロ＝寺賀孝、中野政江
※前号で地球一周 4 万キロ達成者に高瀬孝行さんのお名前が抜け
ていました。お詫びして改めて掲載します。

○新幹線リレーウオークご協力に感謝
先月、4
日間にわ
たって開
催された
北陸新幹
線金沢～
敦賀間リ
レーウオ
ークに 18
人の会員がコーススタッフとして協力し、一般参加者
としても多くの会員にお力添えをいただきました。お
かげさまで協力団体として無事に任務を終了すること
ができました。主催者の石川県とイベント事務局の
KCS からお礼状が届いています。残暑が厳しく苦しか

ったですが、再来年 3 月に敦賀まで延伸される北陸新
幹線の高架橋を眺めながら、希望と喜びを感じたウオ
ーキングイベントでした。
（写真は県境のゴール地点で行われた福井県側の参加者と
の完歩合同セレモニー＝主催者提供）

○来年の会費納入のお願い
まだ 10 月ですが、来年の会費納入（会員証更新）を
お願いする時期になりました。皆様の会員証の有効期
限は 12 月 31 日となっており、新しい会員証を次号会
報（12 月号）発送時に同封したいと思います。今年は
3 年ぶりに加賀百万石ツーデーウオークも開催するこ
とができました。コロナ禍はまだ終息が見えませんが、
来年は思う存分活動できることを信じたいと思います。
引き続き会員としての活動継続をお願いします。振込
用紙を同封しますので、12 月 5 日までに振り込んでい
ただけると助かります。なお、ご都合で退会される方
はお手数ですが事務局までご連絡ください。
〇全国大会のご案内
秋の大会もコロナの影響で中止になったりツーデー
がワンデーに短縮されたりしていますが、下記の大会
案内が届いています。東京では JML の新しい大会が始
まります。
▽第 1 回東京ベイサイドツーデイマーチ（10/22、23
＝東京都）▽奥入瀬渓流三里半ウオーク（10/29、30＝
青森県）▽第 45 回日本スリーデーマーチ（11/4～6＝
埼玉県）▽高遠城下石仏ウオーク 2022（11/6＝長野県）
▽第 17 回おわせ海山ツーデーウオーク（11/19、20＝
三重県）▽第 22 回城下町おだわらツーデーマーチ
（11/20＝神奈川県）

