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新体制で行事をこなした三重県連盟！
三重県連盟 副理事長 相馬常吉

新年明けまして、おめでとうございます。
2019 年度の三重県連盟総会にて、新体制が決まり、事務局長の脇海道博氏が
留任となり、長年理事長を務めていただいた井岡智子氏と副理事長の鈴木祥夫氏
が退任されました。長い期間、連盟を引っ張っていただきご苦労様でした。新体
制では初めて理事長不在となりましたが、卓球協議会理事長の相馬常吉が連盟副
理事長になり理事長代行の任務に就くことになりました。スポーツ種目は、スキ
ー・ランニング・山好会・ウォーキング・卓球協議会・野球協議会があり、自主
的に年間計画を作成して行事を実施しています。
近年では、バトミントンの愛知連盟による出前大会として、安濃体育館と亀山
西野体育館会場で開催していただきました。三重でも種目の拡大と参加者の増加
を新年からアイデアを出し合って進めていきます。
南北に長い三重県の全体で楽しめる行事を、定着させることを目指していきま
す。皆さんの参加をお待ちしております。
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「伊那佐山～井足岳」

１２月３日（火）
、８：２５近鉄榛原（はいばら）駅に集合、参加者２０名で出発しました。
宇陀は、曇り空に盆地らしく冷え込んで、寒い１日になりそう‥‥と思いながら都賀那岐（と
がなき）神社が祀られている伊那佐山を目指して天狗岩まで登ると、目の前に音羽三山の山
並みと雲のあいまから「天使の階段」が！！ 空から斜めに差し込む太陽の光がキラキラ輝
いて、天使達が本当に階段を駆け下りてきそうです。
眺望を楽しんで伊那佐山山頂で昼食を摂り、井足岳へ向かっていると、タカノツメの明る
い黄葉とカラメルのような甘い匂いが辺り一面に漂ってきました。マルトールという天然成
分で、枝にあるときは匂わないのに落葉したら甘く香るらしいです。焼き菓子、砂糖醤油？
いやバナナの匂いだ。みんなの感じ方（匂い方⁈）は違いましたが、アレコレおしゃべりを楽
しみ、登って下って井足岳の三角点を越えて１４：３０無事榛原駅に着きました。
初冬の寒い１日でしたが、参加者の皆さんありがとうございました。
（こだま会 柴田 留里）

【山好会 ２０２０年１～３月の行事予定】
１月１５日（水）

長谷山

３月 ６日（金）千歳の森

１８日（土） 机上学習会

１５日（日）大河内山・有地山

２３日（日） 山好会 第３６回定期総会

２７日（金）鳥羽三山

２月２９日（土） 鶴路山

３１日（火）仙ヶ岳・宮指路岳
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他県の参加者が増え続けた大会！中勢地域会場！
三重卓球協議会 理事長

相馬常吉

新年おめでとうございます。2019 年 4 月から、三重卓球協議会上期日程が始まり下期日
程も半分が過ぎました。大会会場も長年、四日市市中央体育館・ＡＧＦ鈴鹿体育館・G スポ
ーツの杜鈴鹿と北部中心でしたが、亀山市西野体育館・津市サオリーナ・安濃体育館の中勢
地域会場の利用も定着してきました。今年度 11 月には、初めて志摩市阿児アリーナにて大
会を行うことができました。
参加者は、三重県が中心で、愛知県、岐阜県の協力で大会は成り立っている状況は変わり
ません。更に和歌山県、滋賀県、奈良県、大阪府、京都府、神奈川県など多方面からの参加
者が増えています。特に、高速道路の利便性が良いことなどから「津市サオリーナの大会に
参加しました」と関西方面の方々が、ホームページを観て参加を決めたと話してくれました。
まだ少ないですが、私の育った南の尾鷲方面からの参加も定着していますので、紀州方面の
会場の確保も視野に入れて、三重県の全体で楽しめる大会として、定着を目指していきます。
皆さんの参加をお待ちしています。

三卓重球協議会

２０１９年度
大

会

大会日程(２０２０年 1 月~５月)

月

日

曜

名

会 場

1

9

木

第５回卓球合同練習会（お楽しみ団体戦）

あさけプラザ

1

11

土

第７回東海オープン三重県卓球プログレスリーグ戦(男子・女子)

安濃中央総合公園内体育館

2

11

火

第５回東海オープン三重県ラージボールお楽しみ団体戦

四日市中央第 2 体育館

3

5

土

第６回卓球合同練習会

あさけプラザ

3

14

土

第７回東海オープン三重県卓球団体リーグ戦（男子・女子）

サオリーナ（サブアリーナ）

3

29

日

第５回東海オープン三重県安濃ミックス３ダブルス卓球大会

安濃中央総合公園内体育館

4

4

土

第６回東海・近畿オープン卓球大会チャレンジリーグ

サオリーナ（メインアリーナ）

ダブルスリーグ戦（男子・女子・ミックス）

5

2

土

第 10 回東海オープン三重県ミックスペアマッチ卓球大会
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三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

全国卓球大会
2

22

土

第５５回全国卓球選手権大会（年代別団体）

津市産業スポーツセンター

2

23

日

第５５回全国卓球選手権大会（年代別個人）

サオリーナ（三重）

関ヶ原の南宮山ウォーキング・ハイキング
１２月７日（土）
今年は雨にたたられてばかり、この日も曇りの予報、雨にならないことを祈って 9:50JR
垂井駅を出発。駅前には竹中半兵衛の像があります。南宮大社をめざして歩きます。途中に
神社の大鳥居があり高さ 21m の鉄製です。すぐ横を新幹線が走っていますので列車からも
見えるとのこと。
10 分ほどで南宮大社に着きます。神社に向かって左奥に稲荷社に続く小さな鳥居の列が
あります。伏見稲荷とは比べ物にならない(失礼)可愛い鳥居です。鳥居が終わった所が左へ
南宮山の登山道です。短縮コース組はここから神社を見学して、自由行動です。
南宮山は標高 404m、登山口から 3、8 ㎞です。関ヶ原の合戦の際、西軍の吉川広家と安
国寺恵瓊が麓に、毛利秀元が頂上近くに布陣した歴史の山です。
ここは一応ハイキングコース、ゆっくり登ります。途中で毎朝登っているという方とすれ
違いました。尾根からは雪をかぶった伊吹山が臨め、「わあ、きれい！」と感嘆。12:00 に
展望台に到着。
「ここは頂上ではないそうです。薮こきをしても少し行ったところに頂上があ
るそうです。
」と担当のＩさん。でも方向が分からないので、勝手にここを頂上とします。展
望は良く、ここに布陣した訳が分かります。昼食を摂りながら展望を楽しみました。私たち
の他に３，４人の方が展望台に来ていました。
１２：３０展望台を出発。下りは一部別のルートを下ります。あまり通る人がいないのか
石がごろごろで少し急な坂があったりのルートでした。１３：３５南宮大社まで下りました。
風もなく少し寒くはありましたが絶好のハイキング日和でした。登山口から往復７，６㎞
＋垂井駅までの往復約６㎞、合計約１３，６㎞。今回も「青空フリーパス」を利用してのお
得なウォーキングでした。小学生２人も参加しました。 （ウォーキングクラブ

竹中半兵衛の像の前で
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井岡智子）

２０１9 年度

スポーツ連盟三重

第 7 回理事会報告

日時・場所 ２０１９年 12 月 3 日（火）１９：００～21：00 三重スポーツ連盟事務所
出席者

相馬・脇海道・上野・改田・岸・荒木・野島
次回理事会 2020 年

1 月 7 日（火）

19：00～

報

告
１．各種目クラブ１１月の行事報告
☆スキー…無し
☆ランニング…不明
☆山好会…９日雨乞岳（３０名）１０日青山高原清掃登山（１９名）
１１日三峰山（中止）１４日綿向山（中止）１６日入道ヶ岳（３１名）
２０日湖東三山（３１名）３０日網掛山（２３名）
☆ウォーキング…４日赤目（１０名）１０日京都大文字山（１１名）
２２日湖東二山（中止）２８日天啓さん相可（１１名）
☆卓球協…７日合同練習会（２７名）９日東海オープンダブルス in 阿児（８２名）

２３日ミックスペアマッチ（１２９名）
☆野球協…理事欠席
２．東海ブロック会議（１１月３０日）の報告
☆出席者：相馬理事長・脇海道事務局長
☆９月に行なわれたスポーツセミナーの報告と反省点を話し合った。
・カヤック、講習会など好評であった。
☆スポーツセミナーの剰余金から７５００円が県連盟に還付がありました。
☆次回東海ブロック会議
２０２０年４月１１日（土） １３時～
３．
「山の祭典」からの剰余金３００００円が会計に入金されました。
協議事項
１．２０２０年度反核マラソンは例年通り７月第１日曜日（７月５日）に行なう予定です。
２．愛知リレーマラソン
☆２０２０年４月１２日（日）名古屋市庄内緑地
・スタッフとしての参加を募集します。
３．
「スポーツのひろば」の部数は担当者欠席のため不明
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第４０回

桑名ブルースカイスキークラブ

「スノーツアーin 栂池高原」募集中
毎年好評の桑名ブルースカイのスノーツアーは、今年も栂池高原です。
スキーヤー・ボーダーに人気の滑りやすい広いゲレンデです。宿泊はアットホ
ームで料理が自慢の「みやま荘」です。１．５泊２食付きです。
多くの方のご参加をお待ちしています。今年もまたご一緒に楽しみましょう。
＊日

程：２０２０年１月３１日（金）夜発～２月２日（日）夜着

＊参加費：２２，０００円、小学生２１，０００円
（１.５泊２食付き、傷害保険料、賠償保険料含む）
＊宿泊先：
「みやま荘」長野県北安曇郡小谷村 栂池高原
Tel 0261-83-2123 （ゲレンデまで徒歩３０歩）
＊問合せ先：桑名ブルースカイスキークラブ
部 長

木村 一仁 Tel 070-6588-3080

事務局

松永 清

Tel/Fax 0594-31-7782

スキーと外湯めぐりが楽しめるツアー

「早春スキーin 野沢温泉」募集中
＊日

程：２０２０年２月１４日（金）夜発～２月１６日（日）夜着

＊参加費：中学生以上２５，０００円、小学生２３，０００円
（仮眠＋１泊３食付き、保険料、スキー教室代）
＊宿泊先：ベルク金丸屋「別館 木煉瓦」
長野県下高井郡野沢温泉村豊郷 6537
Tel 0269-85-6537 （ゲレンデまで徒歩２分）
＊問合せ先：フリーランサー津スキークラブ
会 長

樋口 辰美 Tel/Fax 059-225-3656

事務局

岸 哲和

Tel
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090-9908-4949

