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「第 3７回’２１反核平和マラソン＆ウォーキング」開催
７月 4 日（日）、
「第３7 回’21 反核平和マラソン＆ウォーキング」が開催されました。今
回の反核平和マラソン＆ウォーキングは、鈴鹿市・津市・松阪市と三重県からも後援が得られ
ました。「核兵器禁止条約の批准が 2021 年 1 月に施行された記念すべき年を迎えたことで、
小規模になっても実施することを実行委員会で確認しての開催でした」
今年で 37 回目を迎える反核平和マラソ
ン＆ウォーキングは、曇り空ながらの天候で
したが、スタッフ 7 名、選手 30 名で、三
重県原水協理事長が白子コースから初参加
もありました。また白子駅に市議会議員が応
援に駆けつけてくれたことも初めてのこと
でした。各コース共に 9 時 30 分スタート
で、白子コースでは、県連盟理事長がスター
トの号令を発し、選手全員勢いよく走りだしました。
各コースの参加者は「スポーツは平和とともに」のゼッケンをつけて、マラソンと自転車の
方は北から近鉄白子駅東口～津お城西公園（15.6km）、南から近鉄松阪駅～津お城西公園
（17.5km）の２コースを走り、ウォーキングは近鉄豊津上野駅～津お城西公園（9.3km）を
歩いて、3 つのコースの参加者は 12 時前後して到着しました。
コロナ禍の為、各コース到着後に恒例の交流会は計画せずに公園内記念写真と原水協理事長
の平和への挨拶と県連盟副理
事長の終了宣言で怪我もなく
無事散会しました。
次回の「第 38 回反核平和
マラソン＆ウォーキング」に
も「反核平和」をアピールす
るために、今年よりもっと多
くの方が参加することを期待
しています。
理事長 相馬常吉
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雨にも、コロナにも、夏の暑さにも負けず
～山好会

菅島大山例会開催

7 月 10 日～

梅雨末期、心配された天候でしたが例会当日の鳥羽市は前日の豪雨がウソのように朝から晴
れ渡りました。参加者 23 名笑顔で出発。市営定期船で佐田浜ターミナルから心地良い潮風を
感じながら菅島へ。
「しろんご祭り」が中止となった菅島は、いつも通りの静かな漁村の風景でしたが白髭神社
では地元の方だけで安全祈願の神事が行われていました。しろんご浜から菅島灯台に登り記念
撮影。このころから気温はどんどん上昇し汗を拭き拭き監的哨跡へ。旧陸軍が伊良湖方面から
放った大砲の着弾を監視する役割をになった施設で、神島と菅島にその施設跡が残されていま
す。屋上からは周囲の島々や鳥羽、伊良湖の方面の大展望が広がります。
目指す「大山」も見えます。
「まだまだ遠いなー」という声が聞こえます。おんま浜への分
岐、あみの浜への分岐を過ぎると石畳の自然歩道とお別れし登山道に入ります。
ウバメガシや椿などの常緑樹の茂る山道を 30 分ほど歩くと亀子鼻への分岐、ここから本格
的な登りになります。登り始めると北側に展望が開け眼下に菅島漁港、その先には神島がすぐ
近くに見えます。この辺りから植生は一変し蛇紋岩質の岩に低いツゲが密生する山肌へと変わ
ります。ジングウツツジ、ドウダンツツジ、低木の松類も多く見られます。冬季にはツゲが紅
色に変わり山全体が赤く見えるそうです。
傾斜がなだらかになると慰霊碑(自衛隊輸送機の編
隊が霧で航路を誤り 2 機が菅島山頂付近に衝突墜落、
事故で亡くなられた 14 名の方を慰霊する碑です)の
建てられた広場への道に合流します。
菅島の大きな山容が間近にせまります。ここで荷
物を置いて山頂を往復後に昼食。
ほとんど無風で気温は 30 度を超える猛暑に。空を見上げると積乱雲も湧き出し始めました
ので早めの下山としました。下山道からは島の西側が大きく削り取られた採石場の痛々しい姿
が見えます。中部空港の埋め立て等に使われたそうですが採石場の斜面を埋め戻し自然の植生
を回復するには気の遠くなるような年月を要すると思われます。
作業道から別れ急な山道に足をとられながらようやく下山口に。舗装道路に出ますがその先
も港まではまだ 30 分は歩きます。そのころからぽつりぽつりと雨が…。雨具を用意したもの
の雨はすぐにやみ港に着いた頃には再び青空となりました。
ほとんどの人が持参した水を飲み干しどの顔もかなりお疲れの様子。それでも「ようこそ菅島
へ」の看板の前で全員の記念写真を撮る時には満足の笑顔を見せてくれました。
暑い中、参加してくれた皆さんありがとう。臨機応変に対応してくれたスタッフの皆さんあり
がとう。

山好会 よーでる会 竹野
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東海オープン大会も、全国予選個人戦の部も安濃地で熱戦！！
三重卓球協議会 理事長 相馬常吉
ホームページ検索「新日本スポーツ連盟三重卓球協議会」

６月２６日（土）、第１回東海オープン三重県安濃ミックス４シングルス卓球大会を安濃中
央総合公園内体育館で２０台を設置して、１組男女２名ずつで３０組１２０名の参加で開催。
チーム戦だったので、三重県外から多くの常連さんも初参加の若いメンバーを加えての対戦と
ご家族の応援もありの賑やかさで、１部から４部部門に分けてのリーグ戦の熱戦でした。天候
が梅雨時の蒸し暑い時期の為、冷房の効いた会議室で休息や昼食を取ってもらい、熱中症防止
にも努めました。

７月１０日（土）、第５７回全国卓球選手権大会（個人戦の部）三重県予選会兼第４回東海
オープン三重県安濃卓球個人戦大会を安濃中央総合公園内体育館で１８台を設置して、男子８
２名女子２５名合計１０７名の参加で開催。全国大会参加枠１１に対して１９名の申込みで戦
われた熱戦。東海オープンの為、県外参加者が多く、お孫さんの応援に来てくれたおばあさん
も感激しながらの観戦でした。全国大会参加を決めた皆さんは、一般の部は１１月に秋田県由
利本荘市で、年代別の部は来年２月に群馬県高崎市が開催地です。ベストを尽くし楽しんで来
てくださいね。

-3-

スポーツ連盟三重
日時・場所

第１回理事会報告

出席者

２０２１年７月６日（火）１９：００～21：０0 橋南市民センター
脇海道・相馬・鈴木・上野・高山・前坂・木村・濱口・野島

次回理事会

20２１年

８月３日（火）

19：00～橋南市民センター

報 告
１．各クラブの活動状況
☆ランニング…２０日練習会（６名）
☆山好会…４日万野・大見晴（中止）６日後在所岳清掃登山（中止）６日学能堂（中止）
９日西山・滋賀県（延期）１０日局ヶ岳（中止）１３日下庄～亀山（延期）
☆ウォーキング…６日熊野古道「始神峠」
（延期）１４日美里「貝石山～目なし地蔵」
（１４名）１９日「渓谷の道」（中止）25 日なめり湖( １４ 名)
☆卓球協…１２日第６回三重県内限定団体戦（５組２０名）
１９日第５７回全国卓球選手権大会年代別団体戦三重県予選会（２６チーム
８４名）２６日第１回東海オープン三重県安濃ミックス４シング卓球大会
（３０組１２０名）
２．６月２１日書面議決による総会「書面評決書の締切日
２．６月２３日県連盟三役会議
☆出席：相馬、高山、脇海道
☆総会「書面評決書の意見・質問」の回答などについての検討を行った。
３．６月２７日東海ブロック会議はオンラインで行われた。
☆出席：相馬、脇海道
☆第１４回東海ブロックスポーツセミナー（主管:岐阜県連盟）
・開催日：１０月１６日（土）
・内

容：午前の部
午後の部

金華山登山 ウォーキング サイクリング
新スポーツ体験「ボッチャ」

４．第３７回反核平和マラソン＆ウォーキング（７月４日）実施報告
☆参加者：ランニング白子コース（８名）

松阪コース（３名）

ウォーキング豊津上野コース（１９名）

スタッフ（７名）

☆お城公園でのイベントは行わず、記念写真撮影のみ行った。来賓：西尾原水協理事長
協議事項
１．第４９回定期総会書面決議の結果について（結果は三重通信に掲載）
☆１号議案～４号議案は、賛成多数で可決しました。
☆２０２１年度の役員も信任されました。
・複数の意見、質問があり、回答について協議を行いました。
（野球協の未収金問題・クラブ費廃止の要望等）
２．
「スポーツのひろば」の増減状況

現在５０部
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第４９回定期総会

書面議決の結果について

２０２１年度の総会は「書面評決書」での議決として、６月２１日必着で書面評決書を総会
代議員２４名中１８名から提出して頂きました。代議員５名から意見と質問がありましたが、
７月の理事会で確認して返答を致します。
書面議決の結果は下記の通り、全ての議案を過半数の賛成を得て可決されました。
三重県連盟事務局長

脇海道 博

２０２１年度新日本スポーツ連盟三重県連盟定期総会議決結果
第１号議案

２０２０年度活動報告

賛成 １７・ 反対 ０・保留 １

第２号議案

２０２０年度決算報告、監査報告

賛成 １８・ 反対 ０

第３号議案

２０２１年度活動方針（案）

賛成 １７・ 反対 ０・保留 １

第４号議案

２０２１年度予算（案）

賛成 １８・ 反対 ０

役員候補者については、下記の通り信任されました。
第５号議案

２０２１年度役員候補

信任 １８・不信任 ０

２０２１年三重県連盟役員名簿
役

職

氏 名

理事長（再）

相馬

常吉（卓球）

副理事長（新）

高山

進 （山好会）

事務局長

脇海道 博（山好会）

事務局次長

前坂

和子（山好会）

会

上野

始子（ウォーキング）

会計監査

紀平

孝子（山好会）

会計監査

清水まりえ（ウォーキング）

理

事

木村

順子（ウォーキング）

理

事

濱口

安光（ウォーキング）

理

事

野島

夢子（山好会）

理

事

鈴木

祥夫（ランニング）

理

事

荒木

秀夫（ランニング）

理

事

荻子

英二（スキー）

理

事

竹中みつ子（卓球）

理

事

田辺

計
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秀樹（野球）

