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波多野義郎先生の略歴（ウオーキング関係）

経歴

東京学芸大学教授（1981－1998〉

鹿屋体育大学教授（1998－2000）

九州保健福祉大学教授（2000－2008）

東京学芸大学名誉教授〈1998－現在）

米国ロアノーク大学客員教授（1981－1984）

ウオーキング関係の役職

宮崎県ウオーキング協会設立者（2002）

同　上　会長（2002－2008）

同　上　名誉会長（2008－現在〉

日本ウオーキング協会評議員〈2002－2008）

著書（ウオーキング関係）

「ウオーキング」（スパイク社，1998）

「ウオーキングと歩数の科学」（不妹堂出版，1998）

「健康ウオーキングの科学」（不味堂出版，2008）

一万歩健康法の主唱者
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ワオ■キング健康教室
期日　平成27年10月31日（土）
会場　宮崎市総合体育館
受付13：00

講演13：30

ウオーク開始14：30
終了15：30予定

注意：当日は運動の出来る服装・靴・タオル・水筒またはペットボトルをご持参ください。
駐車場は体育館北側の立体駐車場（有料）をご利用ください。

お問い合わせは：宮崎市大字瓜生野3675－1㈱凌駕　内　宮崎県ウオーキング協会
TEL（0985）41－3386　FAX（0985）41づ331

携帯電話　090－8390－1851長嶺　責臣（ながみね　たかおみ）まで

お申込はFAXまたはお電話で（グループでのお申込も可）
※当日受付でも可能ですが定員が120名のため事前受付をお願いいたします


