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シエアに優 しい
ノルデイックウォ キングは
楽しい

活動報告

文 :春1上 政司 神奈III健 生ノルディックウォーキングクラブ (KNWC)
/Jレ ディックウォーキングは、
2本 のポー

主として情報交換の場として 新しい同

ルを使い地面を押しながら歩きま魂 ポ…

好会の立ち上げ支援、地区活動へ の支援

ルを押し出す推進力を利用するので足腰

(イ ンスト
ラクター派遣、レンタルボァルの

の負握を軽減するとともに上半身の運動

貸与)な どと、KNWC主 催イベ ントの企

☆3月 04日 (日 )逗 子から鎌倉
参加者 :76名 +ス タヽ
万Ю名

が加わり、90%の 筋肉を動かす全身運動

画から下見、斡旋体制など話し合い、安心

計 5回 参加者総数474名 (一 昨年比 ▲74

で二 年齢や性別に関係なく 誰でぎ' い

して楽しめるノルディックウォーキングツア

名)

つでぎ どこでぎ いつからでも始められ
る'シエアに優しいスポーツで■

ーを提供している。

'

'

2010年 に神奈川ノルディックウォーキ

17年 度活動実績 (定例会など)】
【
16ク ラブの合計=

ングクラブ (KNWC)を 設立以後、ノル

9,089名

★2月 18日

(日 )曽 我梅林と流鏑馬

参加者 :96名 +ス タ)〃 :11名
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(前 年8,473名 )

ディックウォーキングの普及に取り組んで

O日 本ノルディックウォーキング協会 (」 N
◎各同好会の相互協力と親睦と交流の場

WA)イ ンストラクターの指導者養成と更

として KNWC主 催のイベ ントの企画、運

新講習を9月 、3月 に実施。

◎同好会・クラブ代表で構成するKNWC

営を行う (2017年 度実績・5回 実施、中止

☆9月 実施 (指 導者)20名 (更 新)13名

運営委員会の開催 (原 則・偶数月の第二金

の代替含0。

☆3月 実施 C旨 導者)13名 (更 新)15名

曜日)

☆5月 14日

いま現

メンバー】青葉、都筑、川崎、鶴見、大
【
倉山、横浜南、大和、湘南藤沢、相鉄沿
線、相模大臥 座間、厚木(秦 歎 伊勢原、
松田、湘南茅ケ崎が仲FF5入りして16地 区
となる。

(日

)駒 沢オリンピック公園

参加者 187名 十スタヅフ:10名
☆ 10月 01日 (日 )久 里浜花の甕コスモス
参加者 :92名 十スタヅフ:11名
☆ 11月 12日

(日

)玉 川上水

参加者 :72名 十スタヅフ:10名

1、 2JI合 同写真@
ペリー上陸記念碑前

この事業はくNWCの 収益事業の一つであ
る。

2017年 度末の健生アツ ヾイザー (AD)
のインストラクタニ74名 (内 上級16名

)、

地

区クラブ所属のインストラクターは82名 と
なつている。
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シエアに優 しい
ノルデイックウォーキングは
楽しい

活動報告

文 :村 上 政爾 神奈:I:健 生ノルディックウォーキングクラブ (KNWC)
/Jレ ディックウォーキングは、
2本 のポー

主として情報交換の場として 新しい同

ルを使い地面を押しながら歩きまtポ ー

好会の立ち上げ支援ヽ地区活動へ の支援

参加者 :96名 +ス タじワ :11名

ルを押し出す推進力を利用するので足腰

ラクター派遣、レンタルポ=ル の
(イ ンスト

の負担を軽減するとともに上半身の運動

貸与)な どと、KNWC主 催イベ ントの企

☆3月 04日 (日 )逗 子から鎌倉
万Ю 名
参加者 :76名 +ス タヽ

が加わり、90%の 筋肉を動かす全身運動

画から下見、斡旋体制など議し合い、安 心

計 5回 参加者総数474名 (一 昨年比 ▲74

で二 年齢や性別に関係なく 誰でぎ' い
つでぎ' どこでぎなぃっからでも始められ
る'シエアに優しいスポーツで晩

して楽しめる/Jレ ディックウォーキングツア

名)

2010年 に神奈川ノルディックウォーキ

★2月 18日

ーを提供している。
:17年度活動実績 (定例会など)l
16ク ラブの合計=

ングクラブ (KNWC)を 設立以後、ノル

9,089名
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(日 )曽 我梅林と流鏑馬
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(前 年8,473名 )

ディックウォーキングの普及に取り組んで

O日 本ノルディックウォーキング協会 (」 N
◎各同好会の相互協力と親睦と交流の場

WA)イ ンストラクターの指導者養成と更

として KNWC主 催のイベ ントの企画、運

新講習を9月 、3月 に実施。

◎同好会・クラブ代表で構成するKNWC

営を行う (2017年 度実績・5回 実施、中止

☆9月 実施 G旨 導者)20名 (更 新)13名

運営委員会の開催 (原 則・偶数月の第二金

の代替含 0。

☆3月 実施 (指 導者)13名 (更 新)15名

曜日)

☆5月 14日

ι憲 魂

メン ヾ
一I青 葉、都筑、川崎、鶴見、大
【
倉山、横浜南、大和、湘南藤沢、相鉄沿
線、相模大歎 座間、厚木t秦 歎 伊勢原、
松田、湘南茅ケ崎が仲間入りして16地 区
となる。

(日

)駒 沢オリンピック公園

参加者 :87名 ■スタヅフ:10名
☆ 10月 01日 (日 )久 里浜花の壼コスモス
参加者 :92名 +ス タヅフ:11名
☆ 11月 12日

(日

)玉 川上水

参加者 :72名 +ス タヅフ:10名

1、 21JI合 同写真@
ベリー上陸記念碑前

この事業はKNWCの 収益事業の一つであ
る。

2017年 度末の健生アドバイザー (AD)
のインストラクタニ74名 (内 上級16名

)、

地

区クラブ所属のインストラクターは82名 と
なつている。

