
高 岡 市 民 歩 こ う 会  沿 革 

（令和元年１０月１８日現在） 

 

昭和 

４０・４・８  高岡市民歩こう会発足  初代会長 谷内庄平 

４０・４・18  第１回歩こう会実施   ［万葉ライン仏舎利塔］ 

４１・５    富山新聞社より歩こう会シンボルマークの寄贈を受ける 

４４・４・１  総理府 国民体力づくり協議会は市民歩こう会を含め高岡市を体力 

づくりモデル地区に指定  ［２年間］ 

４７・７・１  「市民と市政」４７年７月号表紙に歩こう会を採用 

４８・６    ２代目会長  松田 三知 

４９・６・２  富山と合同歩こう会実施  ［守山より万葉ライン］ 

５０・６・１  富山と合同歩こう会実施  ［呉羽丘陵一円］ 

５１・６・６  富山と合同歩こう会実施  ［万葉ライン］ 

５３・２・22  ３代目会長  西木 巌 

５６・４・12  爾後伏木観光まつりに参加 

５８・４・５  ＮＨＫ国民歌謡「歩くうた」を愛唱歌に採用 

５９・８・25  幹事 川崎 高一  小さな親切実行章受賞 

６０・11・３  副会長 山崎 慎吾  高岡市教育委員会表彰 

６０・11・３  高岡市民歩こう会発足 20 周年記念式典挙行 

        富山新聞社より功労者６名に賞状 

６１・５・２  高岡市民歩こう会の要請によりＮＨＫラジオ第 1 放送より「歩く 

うた」が日本のメロディーとして全国放送された 

６１・11・２  富山新聞社より功労者３名に賞状 

６２・３・16  第１回富山県スポーツ奨励賞受賞３名 

６２・９・８  第２回富山県スポーツ奨励賞受賞２名 

６２・11・３  幹事 番井 甚吉  高岡市教育委員会表彰 

６３・10・12  第３回富山県スポーツ奨励賞受賞１名 

平成 

 １・６・４  魚津と合同歩こう会実施  ［松倉城跡］ 

 １・８・６  富山県チャレンジウォークに参加 

 １・10・１  ラジオ・ウォーク万葉に参加 

 １・10・11  第４回富山県スポーツ奨励賞受賞１名 

 １・11・３  幹事長 西田 弘  高岡市教育委員会表彰 

 ２・５・20  会長 西木 巌  富山風雪賞受賞 

 ２・10・４  第５回富山県スポーツ奨励賞受賞５名 

 ３・10・２  第６回富山県スポーツ奨励賞受賞５名 

 ４・３・22  東海北陸自動車道一部開通記念歩こう会実施 

 ４・５・31  魚津市戦国ノロシ祭に参加 

 ４・10・２  第７回富山県スポーツ奨励賞受賞５名 

 ４・11・２  幹事長 西田 弘  高岡市民功労賞受賞 

 ５・10・５  第８回富山県スポーツ奨励賞受賞８名 



 ６・４・25  副会長 大橋 喜八郎  小さな親切実行章受賞 

 ６・７・24  国際家族年記念 日の出ウォーク参加 

 ６・10・４  第９回富山県スポーツ奨励賞受賞５名 

 ７・４・29  副会長 大橋 喜八郎  高岡市体育協会表彰 

 ７・５・27  富山県チャレンジウォーク 100km 踏破記念表彰受賞６名 

 ７・５・29  高岡市民歩こう会発足 30 周年記念バッヂ製作 

 ７・10・５  第 10 回富山県スポーツ奨励賞受賞４名 

 ７・11・３  幹事 西海 順一  高岡市教育委員会表彰 

 ８・３・24  能越自動車道一部開通記念歩こう会実施 

 ８・４・29  第１回かなざわグリーン・ウォークに 50 名参加 

 ８・10・４  第 11 回富山県スポーツ奨励賞受賞３名 

 ８・11・３  顧問 番井 甚吉  高岡市民功労賞受賞 

 ９・５・24  富山県チャレンジウォーク 100km 踏破記念表彰受賞３名 

 ９・10・３  会長 西木 巌  富山県生涯スポーツ賞受賞 

 ９・10・３  第 12 回富山県スポーツ奨励賞受賞４名 

１０・２・27  ４代目会長  大橋 喜八郎 

１０・10・２  第 13 回富山県スポーツ奨励賞受賞２名 

１１・５・22  富山県チャレンジウォーク魚津コースに 30 名参加 蜃気楼を目撃 

１１・９・19  氷見～雨晴海岸コース 台風 16 号の影響で海岸一帯に流木の漂着 

１１・10・５  第 14 回富山県スポーツ奨励賞受賞１名 

１２・１・25  西田 弘 5 代目会長 

１２・７・16  能越自動車道 高岡ＩＣ開通記念歩こう会実施 

１２・９・17  みずウォーク 2000 庄川大会実施 

１２・10・６  第 15 回富山県スポーツ奨励賞受賞３名 

１２・11・19  大橋 喜八郎顧問 正法寺境内記念碑寄贈 

１４・10・３  幹事長 中谷 進  富山県生涯スポーツ賞受賞 

        奥田 幸作  加藤 京子  富山県生涯スポーツ賞受賞 

１５・10・３  第 18 回富山県スポーツ奨励賞受賞２名 

１６・２・17  長森 成三 ６代目会長 

１６・10・５  吉岡 醇  富山県生涯スポーツ賞受賞 

        第 19 回富山県スポーツ奨励賞受賞２名 

１７・６・５  高岡市民歩こう会発足 40 周年記念品（バッヂ、タオル）製作 

１７・10・６  第 20 回富山県スポーツ奨励賞受賞 1 名 

１８・２・14  中谷 進  7 代目会長 

１８・４・１  会員制度導入(18 年度 58 人の会員) 

１９・２・14  高岡市民歩こう会旗 4 枚新調(40 年ぶり) 

１９・10・30  高岡市民歩こう会 幹部用帽子新調 

２０・２・12   会長 中谷 進 第 2 回元気とやまスポーツ大賞 受賞 

２２・10・17   会長  中谷 進 第 23 回全国スポーツレクリエーション祭参加   

２４・２・21  高岡市民歩こう会 平成 23 年度元気とやまスポーツ大賞 団体部門 

        受賞。 副会長 佐武 誠、幹事長 飴井俊則が、指導者部門受賞 

２５・３・15  中谷 進  7 代目会長退任  向井 和子  会長代行 

２５・11・３  富山県教育委員会 教育功労者団体表彰 受賞 



２６・３・10  飴井 俊則  8 代目会長 

２７・４    高岡市民歩こう会発足 50 周年記念品（バッヂ）製作 

３０・６・17  とやまウォーキングカップに参加 

令和 

 １・11・１  会長 飴井 俊則 高岡市教育功労賞受賞 

 ２・３・13  北 陸夫   9 代目会長 

 ２・４・５  新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動一時中止 

 ２・６・21  活動再開（氷見駅で開始式） 


