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題字：上田 清司 埼玉県知事 

〒330-0064 さいたま市浦和区岸町 1-4-5-102 TEL (048-831-4702)  FAX (048-825-4166) 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ｱﾄﾞﾚｽ http://www.saitama-walking-kyokai.jp/ 郵便振替口座：00110-2-544531 

ＮＰＯ ＳＷＡ事務所（休日：土･日曜日､祝日と協会指定日）開所時間：10:00～17:00 

発行所 NPO 法人埼玉県ウオーキング協会（NPO SWA）発行者 神山 則幸 編集責任者 大澤 宏   

 
 

２月４日（土）さいたま市立浦和コミュニティセンターにおいて、第１２回ＮＰＯ法人埼玉県ウオー

キング協会の通常総会が１３時００分から１５時４５分まで行われました。 

当日は上田埼玉県知事の代理として埼玉県保健医療部・健康長寿課長 矢島 謙司様を始め地元のさ

いたま市副市長 遠藤 秀一様、ＪＷＡ会長 堀野 正勝様 東松山市長 森田 光一様、ＳＡＭＬ加

盟の東松山市、飯能市、川口市、さいたま市、秩父市、ＳＷＡの加盟団体の代表の方々が来賓として来

られました。総会は正会員の過半数の出席で成立。平成２８年度の事業、決算報告、監査報告につづき

平成２９年度の事業計画、予算、役員人事が審議され承認されました。【詳細内容は総会資料をご覧ください】 

会長あいさつと写真にて総会の様子をご報告いたします。           （編集委員会） 
  

会長あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県ウオーキング協会は、昭和 53 年（1978

年）10 月、埼玉県歩け歩け協会としてスタート

し、平成 13 年（2001 年）埼玉県ウオーキング協

会と改称。平成 17

年 10 月、ＮＰＯ法

人に衣替えをし、ウ

オーキングを愛好す

る方々の先頭に立っ

て活動してまいりま

した。 

 昨年２月、ＮＰＯ 

 

法人としての第１１回通常総会（通算３８回目）

を飯能市で開催し、事業計画や予算等について承

認をいただき、それに基づいて多種・多彩な事業

を展開してまいりました。この１年間、会員はじ

め多くの皆様から、様々な御指導、御支援、御協

力を賜りましたこと、まことに有難く厚く御礼申

し上げます。 

 当協会は、平成２５年から、「総会」と「総会記

念ウオーク」を切り離し、総会は県協会の正会員

の皆様を対象とし、事業、予算等について時間を

かけてじっくりと協議して頂く場といたしました。 

 本日はＮＰＯ法人に切り替えてから 12 回目

の通常総会、通算３９回目の総会 になりますが、

ここ、さいたま市浦和区で開催いたします。 

 なお、別に、正会員、賛助会員及びウオーキン

グ愛好者等を対象に、第８８５回例会として「総

会報告・表彰式・記念ウオーク」を２月２６日（日）

にふじみ野市で開催いたします。 

 本日の総会には、当協会の

名誉会長である上田埼玉県

知事の代理として埼玉県保

健医療部・健康長寿課の矢島

課長様、本会顧問であり、日

本スリーデーマーチの開催

市 で あ る 東 松 山 市 の 

HP の QR ｺｰﾄﾞ 

第１２回通常総会、小川会長の冒頭挨拶で始まる 

副市長遠藤様よりの歓迎の挨拶 
矢島様より挨拶を頂きました 



（2）第４６０号    埼玉あるけ通信３月号号外   ２０１7 年（平成２９年）３月１日発行 

森田市長様をはじめとして、日頃お世話になって

おります自治体の代表の皆様、マスコミの関係の

皆様、そして、ウオーキング関係では、日本ウオ

ーキング協会の堀野会長様、

埼玉県協会の加盟団体、友

好団体の代表の方々など、

多くの御来賓の御臨席をい

ただいております。              

御多用な中お出かけいた

だきました来賓の皆様の、 

埼玉県ウオーキング協会に

寄せる御支援、御指導、御協力に心から感謝申し

上げます。 

 本日の総会では、平成２８

年度に展開いたしました事

業などの報告、平成２９年度

の事業計画や予算等につい

ての承認をお願い申し上げ

ることになります。 

 会員の皆様方から適切な

御意見、御提言をいただき、          

埼玉県ウオーキング協会が、          

平成２９年度に大きく羽ばたけますようお願いい

たします。 

 ところで、私は、当協会の

機関誌「埼玉あるけ通信」の

新年号において、「歩ける喜

び・歩く楽しさ」を噛みしめ，

ウオーキングの輸を広げ「想

い新たに歩き始めよう」と申

し上げました。 

          皆様ご案内の埼玉県マーチ

ングリーグ（ＳＡＭＬ）は、平成 26 年 11 月２日、

東松山市の日本スリーデーマーチの会場で結成の

調印式を行い、平成 27 年４月から具体的に動き出

しました。 

 昨年は、４月の「秩父いってんべえウオーキン

グ」 ５月の「飯能新緑ツーデーマーチ」 ９月

の「きらり川ロツーデーマー

チ」 １１月の東松山市「日

本スリーデーマーチ」と順調

に進行し、本年３月の「さい

たマーチ・見沼ツーデーウオ

ーク」で、「ＳＡＭＬの２年次

の大会」は終了し、４月から

は３年次を迎えることができ         

ます。 

 県協会は、組織の総力を挙げてこの実践に取り

組み、それを核としてウオーキングの輪の拡大に 

努め、より多くの皆様に、「歩ける喜び・歩く楽

しさ」を味わって頂けるよう努めてまいります。 

 また、平成 26 年年１月からスタートした 埼玉

県内の全ての市・区・町・村を歩いて回る「健康

長寿・彩の国めぐり・全市区町村リレーウオーク」

は、毎回好評で、本年でほぼ完了いたします。 

 上田知事様をはじめ、訪問した地域の首長様方

から頂いた「一言メッセージ」をもとに素晴らし

い記録集ができればと考えております。 

 県協会はこれからも、多種・多彩な事業に取り

組んでまいりますが、その展開にあたっては、日

本ウオーキング協会や関東甲信越ブロックのウオ

ーキング協会、当協会の加盟団体や友好団体など

との連携を一層強化して、「全国に埼玉あり」「さ 

すが埼玉」といわれるよう、より一層の努力を続

けてまいりたいと考えております。 

  
 

 
埼玉県ウオーキング協会は「ＮＰＯ法人として

の理念」を体し、すべての役員が一丸となって、

「地域社会への貢献」、「ウオーキングの仲間の輪

の拡大」「魅力ある事業の開発」「自治体・企業・

団体等との連携の強化」などに取り組んでまいり

ます。 

皆様の更なる御指導・御協力をお願いし、総会

にあたっての会長挨拶といたします。 

 

議事終了後、会長離任・就任挨拶が行われた後 
 
小川前会長から神山新会長へ 

協会旗が渡されました 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 田 東 松 山 市 長 

 

飯能市 内沼様 

川口市 高橋様 

秩父市 荻野様 

 総会会場で 真剣に審議する正会員  

新しい役員（幹事）が坂井幹事長より紹介されました 

感謝の花束の贈呈 
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NPO 法人 埼玉県ウオーキング協会 正会員名簿 
 

２０１７年２月１５日現在の正会員数１２７名です。 

以下にお名前（敬称略）を掲載いたします。 

 

 

会員番号  氏  名  市区町村

SWA00004 清水 一郎  蓮田市 

SWA00009 堀野 忠夫  浦和区 

SWA00010 竹村 春江  春日部 

SWA00014 松本ミドリ  西 区 

SWA00019 吉田 一雄  北 区   

SWA00031 茂木 昌三  飯能市 

SWA00034 高橋 定一  東京都 

SWA00047 長原   允  加須市 

SWA00057 夏目   坦  川口市 

SWA00058 金子 齋二  桜 区    

SWA00059 小峰 定男  西 区 

SWA00061 澤海   勇  西 区 

SWA00104 高野 明美  志木市 

SWA00108 里舘   誠  坂戸市 

SWA00111 伊藤 庸子  北本市  

SWA00131 与川   浩  熊谷市 

SWA00145 吉田 虎吉  東松山 

SWA00166 小幡 敏行  川越市 

SWA00184 嶋村トミ子  中央区 

SWA00218 佐藤カツ子  桶川市  

SWA00230 上原 直人  鶴ヶ島 

SWA00233 清水 伸雄  鶴ヶ島 

SWA00243 飯田 和枝  鴻巣市 

SWA00288 高田 幸子  蓮田市 

SWA00300 及川 幸治  所沢市  

SWA00325 香山   實  春日部 

SWA00339 岩本 浩一  川越市 

SWA00347 小澤 昭雄  小川町 

SWA00349 和田 貞雄  所沢市 

SWA00361 小出 仁郎  蕨 市   

SWA00379 高橋   溥  富士見 

SWA00381 加藤 展宏  坂戸市 

SWA00428 阿部   覺  東松山 

SWA00469 中村 克朗  川越市 

SWA00500 鈴木 民男  東松山  

SWA00578 神田   勇  東松山 

SWA00606 関口幸太郎  中央区 

SWA00609 森島 康武  越谷市 

SWA00629 渡部   恵  浦和区 

SWA00635 餘多分正敏  加須市  

SWA00657 筑   元治  加須市 

SWA00665 大澤   宏  狭山市 

SWA00671 上田 玲子  東京都 

会員番号  氏  名  市区町村

SWA00687 小棚木 魁  南 区 

SWA00748 根本 由實  西 区 

SWA00751 安原 範明  上尾市 

SWA00752 新海久美子  所沢市 

SWA00757 深井 勝夫  越谷市   

SWA00780 木暮美奈子  大宮区 

SWA00816宇佐美   薫  中央区 

SWA00842 鈴木 修司  朝霞市 

SWA00884 福田 貴之  伊奈町 

SWA00919 野口 忠男  川越市     

SWA00939 吉見 秀文  見沼区 

SWA00963 及川 峰子  東松山 

SWA00972 中山イセ子  桶川市 

SWA00979 小林かほる  川越市 

SWA00994 出井 裕志  見沼区  

SWA01015 小川   正  東松山 

SWA01051 粕谷 光男  所沢市 

SWA01072 戸田   孝  川越市 

SWA01093 芳川 光恵  所沢市 

SWA01111 持田   健  鶴ヶ島  

SWA01112 松井とみい  東京都 

SWA01140 我妻 敏久  草加市 

SWA01146 田中 千恵  鶴ヶ島 

SWA01217 恩田   正  飯能市 

SWA01232 武田 義男  北本市  

SWA01280 大沢   正  群馬県 

SWA01307 川又 茂昭  見沼区 

SWA01310 梶田 金作  羽生市 

SWA01341 山下 正夫  飯能市 

SWA01360 龍山 英治  草加市  

SWA01365 近藤 順司  神川町 

SWA01384 土野 和幸  東京都 

SWA01425 権平健一郎  浦和区 

SWA01451 児玉 隆寿  所沢市 

SWA01470 谷岡 義勝  鴻巣市  

SWA01472 大野   卓  西 区 

SWA01521 多比羅進三  川越市 

SWA01522 高橋 雍昌  南 区 

SWA01525 山口   宏  神川町 

SWA01526 馬渕   勇  神川町  

SWA01537 青木 益代  飯能市 

SWA01539 澁谷 哲夫  神川町 

SWA01570 大工園昭二  緑 区 

会員番号  氏  名  市区町村

SWA01576 間所啓一郎  蕨  市 

SWA01589 奥野 清歩  滑川町 

SWA01597 坂井 昌司  志木市 

SWA01617 萩生田征明  東京都 

SWA01624 塩沢   澄  上尾市  

SWA01627 阿部 洋治  深谷市 

SWA01641 宇治田仁子  大宮区 

SWA01660 関口 俊夫  浦和区 

SWA01664 杉村 俊明  神川町 

SWA01672 柏   正喜  富士見  

SWA01696 中村 富治  蕨 市 

SWA01721 佐藤 博之  群馬県 

SWA01726 小林 昭彦  鴻巣市 

SWA01730 高澤 千鶴  神川町 

SWA01732 山越 美枝  神川町  

SWA01776 惣明 保江  北本市 

SWA01836 星   恒夫  狭山市 

SWA01850 阿部 秀政  群馬県 

SWA01851 秋森 新一  川口市 

SWA01874 太田   榮  川口市  

SWA01895 本木ひとみ  春日部 

SWA01911 古池 建一  川口市 

SWA01941 大熊 章只  志木市 

SWA01944 井上 堅史  新座市 

SWA01962 根岸   稔  西 区   

SWA01967 新井 秀弘  秩父市 

SWA01994 古市 欣生  所沢市 

SWA01997 木山 正一  鶴ヶ島 

SWA01998 清水 信一  北 区 

SWA02016 神山 則幸  川口市  

SWA02018 三上   茂  鶴ヶ島 

SWA02028 柳田 孝一  深谷市 

SWA02036 市川 幹夫  所沢市 

SWA02049 矢作 光広  浦和区 

SWA02081 吉村 照夫  見沼区  

SWA02087 坂本 和久  ときがわ 

SWA02099 佐藤 喜久  川越市 

SWA02115 岩瀬 秀夫  熊谷市 

SWA02121 野澤   弘  朝霞市 

SWA02123 深澤 幸一  越谷市  

SWA02124 馬     寧  新座市 
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＊＊＊  ＨＰを見るには  ＊＊＊ 
パソコン、タブレット、スマホからいずれかの方法で・・・HP へ入れます。 

 

① http://www.saitama-walking-kyokai.jp/  
 

② 埼玉県ウオーキング協会  検索  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  右のＱＲコード 

からダウンロード 

HPを活用
しよう！ 

ホーム画面です 

こ ん な 時 に は 
こ ん な ペ ー ジ を ！ 

http://www.saitama-walking-kyokai.jp/

