山形県ウオーキング協会 6
認定大会 in2022
参加者
大募集 !!

ＳＴＡＧＥ

県内６つの大会すべてを完歩して、あなたもマスターウオーカーに。
山形県ウオーキング協会

山形県ウオーキング協会認定大会は、県内 ６つ のステージで構成されています。

認定大会パスポート ６大会を完歩してあなたも マスターウオーカー になってみませんか。

認定大会パスポートは 無料 ！有効期限 なし ！お気軽にご参加ください。

認定大会に参加し完歩すると認定印を押印します。

パスポートのご用命、大会に関するお問い合わせは山形県ウオーキング協会まで。

新型コロナウイルス感染拡大等の予期せぬ事由により、 開催中止になる場合があります。

「県民の森」は、山形県民の健康増進や自然を愛する心を育む
ため、山形県政 100 年記念事業によって整備された森林総合
利用施設です。4 月下旬から 5 月にかけては、ユキツバキや
ミズバショウの花が咲き、草花が春の訪れを感じさせます。

□開 催 地
□歩行距離
□集合場所
□集合時間
□解散時間
□参 加 料
□そ の 他

鳥海山恵みの水と潮風のみち
7ｋｍ
酒田市は、江戸時代、舟運で栄えた日本海側有数の港町です。
港町酒田の歴史と文化を感じることができます。また、出発
地点の日和山公園には千石船（1/2 再現）などがあり、港町の
風情を醸し出しています。

酒田市民歩こう会

０９０－５２３３－６７５１

山形県ウオーキング協会事務局

国指定史跡 前方後円墳を含む東日本最大級の古墳群
「下小松古墳群」は川西町の北西部、標高 230m ～ 280m ほどの
丘陵地に広がる 4 世紀から 6 世紀にかけて造られた古墳群です。
春から夏にかけて、高原植物ヒメサユリの可憐な花々を
楽しむことができ、山形県の眺望景観資産に登録されています。

４ 鳥海大会

３ 酒田大会

美しい日本の歩きたくなるみち 500 選 - 山形⑨

酒田市
SAKATA
約７km
日和山公園 第一駐車場
８時３０分
当日参加可能
１１時３０分
会員︓無料、非会員︓５００円
詳細は「酒田市民歩こう会」まで。

ひめさゆりウオーク 10ｋｍ

川西町内 下小松古墳群
約１０km
JR 東日本 羽前小松駅
１０時００分
１４時００分
事前申込のみ
５００円
昼食をご持参ください。

川西歩こう会

０２３－６５８－３１８０

６月１２日（日）

□開 催 地
□歩行距離
□集合場所
□集合時間
□解散時間
□参 加 料
□そ の 他

６月１１日（土）

□開 催 地
□歩行距離
□集合場所
□集合時間
□解散時間
□参 加 料
□そ の 他

山形県県民の森（山辺町）
約１０km
県民の森 森林学習展示館
９時００分
当日参加可能
１３時３０分
会員︓無料、非会員︓５００円
詳細は「歩こう山形の会」まで。

歩こう会山形の会

２ 川西大会

１ 山形大会

５月８日（日）
新緑とユキツバキ咲く 10ｋｍ
県民の森をウォーキングしよう

みんなで楽しく歩こう山形古里路

０２３８－４６－２４３１

９月４日 ( 日 )

「今年度は 1 日開催、認定 1 コースで開催します！」
聴こう！ 山のささやき 川のせせらぎ 大地の鼓動

１１ｋｍ
奥の細道鳥海
ワンデーマーチ２０２２

日本マーチングリーグ公式大会、東北マーチングリーグ加盟大会、
国際市民スポーツ連盟（IVV）
・日本市民スポーツ連盟公認大会 (IVV-JAPAN)、
オールジャパンウオーキングカップ山形県認定大会

□主 会 場 遊佐町民体育館前広場（スタート・ゴール）
□受付時間 8 時～ 8 時 20 分（受付後、順次スタート）
□参 加 料 一般 1,000 円（遊佐町内在住・通勤者︓無料）
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
従来の「奥の細道鳥海ツーデーマーチ」とは
内容が大きく異なります。
上記各認定ができるのは、
「11km」コースのみです。
詳しくは奥の細道鳥海ツーデーマーチ実行委員会まで
お尋ねください。大会参加をご希望の方には
大会リーフレットをお送りいたします。

奥の細道鳥海
ﾂｰﾃﾞｰﾏｰﾁ実行委員会

事前申込のみ

０２３４－７２－４１１４

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字鶴田 52-2

TEL.0234-72-4114

生涯学習センター内

FAX.0234-71-1222

６ 米沢大会

５ 鶴岡大会

９月 17 日 (土)～ 19 日 ( 月・祝 )

国際市民スポーツ連盟（IVV）
・日本市民スポーツ連盟公認大会 (IVV-JAPAN)
美しい日本の歩きたくなるみち 500 選 - 山形④(9/17)

つるおかスリーデウォーク
事前申込のみ

参加料
一 般 ( 高 校 生 以上 )
鶴岡市民 ( 高校生以上 )

1 日 1,200 円、2 日 2,200 円、3 日 3,000 円
1 日 1,100 円、2 日 2,000 円、3 日 2,700 円

子ども ( 中学生以下 )

1 日につき 500 円

集合場所／手向地区地域活動センター ( 鶴岡市羽黒町手向字黒沢 31-1)
距離に応じて受付・スタート時間が異なります。詳細は開催団体まで。

9/18( 日 ) 【みんなで歩こう！里山あるき 2022 大山上池・下池コース】
集合場所／大山公園駐車場 ( 鶴岡市大山 3 丁目 47)
距離に応じて受付・スタート時間が異なります。詳細は開催団体まで。

9/19( 月 ) 【第 24 回国際ノルディック・ウォーク in 鶴岡】

集合場所／鶴岡市立湯野浜小学校 ( 鶴岡市湯野浜 1-16-38)
距離に応じて受付・スタート時間が異なります。詳細は開催団体まで。

鶴岡里山あるき
実行委員会

参勤交代の歴史街道
ウォーキング ９.３ｋｍ
米沢藩の年貢米を江戸へ届けたみち、参勤交代で向かった街道。
赤穂藩の浅野家家老 大野九郎兵衛が眠る歴史街道を
あなたの足で確かめてみましょう。ご一緒しませんか？

9/17( 土 ) 【みんなで歩こう！里山あるき 2022 羽黒山修験のみちコース】

※参加範囲を指定する場合があります。
※申込方法・期間等は、鶴岡市 HP をご覧いただくか、 事務局へ
直接お問い合わせください。

９月２５日（日）

Tsuruoka
Satoyama-Walk

□開 催 地
□歩行距離
□集合場所
□集合時間
□解散時間
□参 加 料
□そ の 他

米沢市山上地区
９.３km
米沢駅
７時４５分
１３時５０分（予定） 当日参加可能
会員︓無料、非会員︓５００円
詳細は「米沢歩こう会」まで。

米沢歩こう会

０２３５－２５－８１３１

０２３８－２２－８８１１

大会に関するお問い合わせ・お申込みは各主催団体までお願いします。

マスターウオーカー
の認定について

入会のご案内
本会は、一般社団法人日本ウオーキング協会（JWA）に
加盟し、県下におけるウオーキング運動を普及推進する
とともに、自然を愛し、自然に親しみ、健康な心身の涵養
をはかり、明るい社会の発展に寄与することを目的として
いる団体です。当協会では、ウオーキングの実践と普及に
関心のある個人会員を募集しています。

入会金／無料

県内 6 大会すべてに参加、 完歩したウオーカーを
「山形県マスターウオーカー」として認定します。
申請書は、 事務局または山形県ウオーキング協会
のホームページからもダウンロードできます。
〇認定証のみは無料！
〇記念品の授与を希望される方は費用の一部（千円）
をご負担いただきます。
※表彰を受ける大会によって記念品は異なります※

年会費／ 2,000 円

【特典】
①JWA 発行（奇数月）の情報誌「ウオーキングライフ」お届けします。
②国内の主要なウォーキング大会の情報等が得られます。

詳しくは事務局までお問い合わせください。

③県協会主催のウォーキング大会やウォーキング教室の情報が得られます。

山形県ウオーキング協会

④山形県ウオーキング協会の定期総会に出席できます。
～団体の加入も随時募集しています！お問い合わせは事務局まで～

各加盟団体 定例会にてウォーキング実施中！！
加盟団体

加盟団体では一緒にウォーキングを楽しむメンバーを募集して
います。詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。

事務局

ＴＥＬ

〒994-0064

歩こう山形の会

天童市中里 6-7-14

元木幹雄方

米沢歩こう会

米沢市木場町 1-41

我妻淳一方

鶴岡里山歩こう会

鶴岡市美原町 12-19

〒992-0058

ＦＡＸ

023-658-3180

〒997-0826

六平勝幸方

〒998-0041

0238-22-8811

0238-22-8811

0235-24-0810

0235-24-0810

酒田市民歩こう会

酒田市新井田町 13-23

鳥海ウオーキングクラブ

飽海郡遊佐町遊佐字鶴田 29-2 遊佐町民体育館内 0234-72-5454

川西歩こう会
最上町観光協会

佐藤壯一方

090-5233-6751

〒999-8301

〒999-0121

東置賜郡川西町上小松 824-6

渋谷清三方

0238-46-2431

〒999-6101

最上郡最上町大字向町 581 最上町産業振興センター内 0233-43-2233

〒999-8301

奥の細道鳥海 2DM 実行委員会 飽海郡遊佐町遊佐字鶴田 52-2 遊佐町生涯学習センター内 0234-72-4114

山形県ウオーキング協会事務局

TEL.0234-72-4114
E-mail

0234-72-2811

0233-43-2319
0234-71-1222

FAX.0234-71-1222

chokai2dm@town.yuza.lg.jp

