
      ２０１８年  ９月号 誰もがスポーツを！ 第３３１号 

山好会・こだま会例会「三子山～四方草山」 

逆走台風１２号が三重県に上陸。その２日後が例会日（７月３１日）。酷暑と台

風後の登山道を心配しての実施でしたが、１９名の参加者で全員が行程通り無事歩

くことができました。登山道は木々の中、涼しい風が吹き心配していた暑さも感じ

ないほどでした。 

 休憩、給水をこまめに取りアップダ

ウンを繰り返し、三子山北（Ⅰ）峰「568

ｍ」には、予定時間前に到着しました。 

 三子山から四方草山（しおそやま）

の道は、やせ尾根、ガレ場、キレット

があり危険な個所にはスリングをつけ

注意しながら歩き、無事通過することができました。 

 四方草山南峰「651ｍ」から北峰

「667.4ｍ」へは空身で行き、展望の

良い南峰に戻ってから昼食時間としま

した。 

 ピストンなので、帰路もやはり激し

いアップダウンの連続でしたが、涼し

い風に助けられながら、熱中症にもな

らず予定した時間より３０分も早く戻ってくることができました。           

（山好会ホームページより） 
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    宮川の清流を見て 鮎をいただくウォーク 

 8 月 18 日(土)。朝から秋のような涼しさ。 

9 時に大台道の駅に集合。車 4 台に分乗して宮川に沿って上り清流茶屋へ。 

9 時半少し前なのに、トイレ前の駐車場は５台ほど停まっていて入れず、他の駐

車場はロープが張ってあり茶屋が開店するまでは入れない。しかたなく本日歩く予

定の大熊谷(宮川の支流)入口近くの道路脇の広い所まで行く。予定では清流茶屋か

ら歩くつもりが往復で 2 ㎞ほど短縮されてしまいました。 

緩やかな登りでほとんど舗装された道で、途中まで車で入れます。大熊谷はざっ

くり言えば迷岳と古ガ丸山の間の谷で、大台町の大事な水源地です。 

何年か前、大事な水源のある大熊谷を守ろうという運動がおきました。業者が開

発を計画しているとかの話があったように思います(不確実な記憶で、間違ってい

たらすみません)。そこで、町が「みえ森と緑の県民税市町交付金特別配分枠」を

活用し寄付も募って、平成２６年と 28 年の 2回に分けて流域の森林を購入しま

した。会員の中に「私も寄付しました」と言う方もいました。給水地の場所は確認

できませんでしたが、本当にきれいな水です。この水を毎日いただける人たちは幸

せだなあと思います。 

道の山側の岩場にイワタバコの群生が

何か所かありました。先週行った飯福田寺

の近く群生地にはほんの少ししか咲いて

いませんでしたので、予期せぬプレゼント

でした。 

谷の左岸は数年前の大雨の爪後が残っ

ていて、けっこう高いところまで水が上が

ったのが判ります。 

渓谷の途中までで引き返す約 6 ㎞のウ

ォーキングでした。後はお待ちかねの鮎

料理を食べに清流茶屋へ。1200 円の鮎

定食にみな満足。鮎の干物を購入した人

もいました。鮎料理に釣られてか 18名

と久し振りに大勢の参加でした。                

(ウォーキングクラブ 井岡 智子)  
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イワタバコの群生に見入る 

鮎をいただいて満足 



団体戦試合体験を合同練習会で初メンバーの歓声！ 

                     三重卓球協議会 理事長 相馬常吉 

 ７月１９日（木）、２０１８年度第２回卓球合同練習会（お楽しみ団体戦）を四日市

市あさけプラザで開催して、７２人の参加者を６ブロック（１チーム３名で２４チー

ム）に分けて試合を行いました。これまでは個人戦やダブルス戦のサービスとレシー

ブ技術の講習会を中心に行ってきましたが、今回はこれまでの講習会の実践として団

体戦のやり方にダブルス戦を取り入れ、チーム戦の楽しさとチームの応援や一体感を

体験する内容で取り組みました。 

８月４～５日（土～日）、 愛知県名東ＳＣを会場に、第１７回全国オープン身体障

害者愛知ふれあい卓球大会の団体戦と個人戦の部が開催されました。 

三重卓球協議会の竹中理事が昨年に続き、スタッフとしても参加され、大会運営や

試合ルールを体験し、全国からの参加者との交流も深めることが出来ました。愛知県

からスタッフとしての参加者は、来年は試合にも出場して、全国の選手と交流もした

いと大会を振り返っていました。三重県開催の計画はないが、試合やスタッフの協力

のＰＲを進めていきます。 

       

【２０１８年度下半期大会日程決まる】 

・１０月８日（月・祝）第４回東海・近畿オープンチャレンジリーグプログレス戦：

サオリーナ会場 

・１０月２０日（土）第２回東海オープン安濃ミックス３ダブルス戦：安濃中央総

合公園内体育館会場 
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・１１月１５日（木）第４回合同練習会：あさけプラザ会場 

・１１月２３日（金・祝）第３回東海オープン１Ｄ２Ｓ団体戦：四日市中央緑地第

２体育館会場 

・１２月８日（土） 第８回東海オープンミックスペアマッチ戦：三重交通Ｇスポ

ーツの杜鈴鹿会場 

・１月２６日（土） 第５回東海オープン団体リーグ戦：サオリーナサブアリーナ

会場 

・４月２０日（土） 第３回東海オープンペアマッチ戦：三重交通Ｇスポーツの杜

鈴鹿会場 

※この他にも、日程未定大会も会場が決まりしだい連絡させていただきます。 

皆さんの参加を宜しくお願いします。 
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新日本スポーツ連盟 

    第 11回東海ブロックセミナー 

                        主管 静岡西部地区連盟 

１．日程  2018年 9月 22日(土) 

２．会場  アイプラザ豊橋  306号室 会議室   駐車場有り 

       JR豊橋駅→徒歩 4分→新豊橋駅→豊橋鉄道渥美線 8分 

       →「南栄駅」下車→徒歩 8分 

３．内容   

      10:00 受付開始 

      10:30  講義「ジャーナリストから見たスポーツ界の現状」 

            講師：和泉民郎氏 (赤旗スポーツ記者) 

            12:00  昼食、休頚 

      13:00  実習 「SNSを使った組織拡大」 

            講師：佐藤信樹 (全国連盟事務局長) 

            14:30 討論会 県連盟の存在意義、県連盟の抱えている問題 

             施設確保と課題、フェアプレーと体罰 

      16:30 終了 

      17:00 懇親会 (希望者)   会費 4,000円 

４．参加費 500円 昼食は各自で用意 (コンビニ 会場より徒歩 2 分) 

５．・連盟員ならどなたでも参加できます。  

・参加申し込みは脇海道まで 

  



   ❤ 東谷さん、ハーフマラソン年代別で第 2 位にランク ❤ 

 ランニングセンターの東谷裕之さんは 82歳になりますが、元気にマラソン大会

に参加しています。2017 年度のハーフマラソン全国ランキング 82 歳の部で、

第 2 位にランキングされています。 

 2017 年 12 月３日に行われた野口みずき杯お伊勢さんマラソンでは、県立サ

ンアリーナをスタート・ゴールで行われた 80 歳以上の部で 2 時間１４分３６秒

で 2 位でした。今年も 12 月２日に行われるお伊勢さんマラソンに参加します。 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【山好会 ２０１８年９～１０月の行事予定】  

１５～１６日（土～日） 学習例会「ビバーク体験」   （幹事会） 

２0 日（木） 白米城           （くつわ会） 

３０日～１０月２日（日～火）四阿山・浅間隠山  （チャレンジ百名山委員会） 

  １０月１３日（土） 三池岳           （いくわ会） 

     １４日（日） 姫越山           （よーでる会） 

     １８日（木） ナメラ山～入道ヶ塚     （こだま会） 

     ２８日（日） 野江股の頭         （山登くらぶ） 

     ３０日（火） 能登ヶ峰～シカの楽園    （こだま会） 
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三重県スポーツ祭典 

        第 10回ウォーキング 

  「あなたの知らなかった桑名を巡る」 
  桑名で有名なところと言えば、六華苑、九華公園、七里の渡し、石取会館 

 でしょうか。でもあまり知られてところがまだまだあります。そんなところを 

 巡ります。 

日程   2018 年 10 月 21 日(日) 

場所   桑名市内 

集合   桑名駅西口 10 時 

昼食   各自で用意してください 

参加費  連盟員 200 円  連盟員以外 500 円（保険含む） 

問合せ・申込み先  井岡 Tel/Fax  059-231-7524 

    ✰ 少し早めですがお知らせまで。多数ご参加ください。 



２０１8 年度 スポーツ連盟三重 第３回理事会報告 

日時・場所 ８月１０日（金）１９：００～ 三重スポーツ連盟事務所 

出席者  井岡・鈴木・脇海道・上野・前坂・野島・改田・荻子・相馬・松下・岸 

池田・木村・田辺 

次回２０１８年度第４回理事会 ９月４日（火）１９：００～                                                                                   

 
報 告 
１．各種目クラブ７月の行事報告 
  ☆スキー…２２日津フリーランサー総会（１２名） 
 ☆ランニング…報告事項なし 

☆山好会 ２９日朝熊岳（中止）３１日三子山～四方草山（１９名） 

☆ウォーキング １０日松阪 射和（１６名）２１日京都トレイル「二の瀬～高尾」

が通行止めのため、「鞍馬～貴船に変更（８名） ２９日小谷城（中止） 

☆卓球協…７日全国大会個人（一般・年代別）戦予選会（参加 9３名） 

１４日第７回東海オープン三重県ミックスペアマッチ卓球大会（８６組１７４名） 

１９日合同練習会（団体戦を行う ７２名参加） 

  ☆野球協…報告なし 

協議事項   

１．全国連盟からの「西日本豪雨被害への義援金のお願い」について 

 ☆各クラブで集めて送金して下さい。 

    送金先郵便振替 口座番号 00110-1-56939 「豪雨災害義援金」と明記 

２．秋のマラソン（１０月２８日）について 

  ☆第１回実行委員会（７月２７日）・今後の作業内容日程を検討しました。 

・出席（脇海道、井岡、鈴木、池田、上野、改田） 

   ・当日の要員について  山好会（９名）ランニング（８名）スキー（２名） 

ウォーキング（６名）卓球（３名） 

３．第１１回東海ブロックスポーツセミナーについて 

  ☆開催日 ９月２２日（土）   ☆会 場 愛知県豊橋市「アイプラザ豊橋」 

  ☆次回理事会で参加確認を行う。 

  ☆その他（行事案内）…詳細の問合せは脇海道まで 

      ・第１１回東海ブロックスポーツセミナーバドミントン大会（９月８日） 

   ・東海ブロックウォーキング・中山道（１１月１０日） 

４．三重県連盟事務所の移転についての提案 

 ☆新事務所の候補として２か所がありますが、理事会で検討しています。 

６．「スポーツのひろば」の増減状況   ９月から４７部（１部増）  
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