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      ２０１８年  ７月号 誰もがスポーツを！ 第３２９号 

   第 46 回三重県連盟定期総会 開催 
 2018 年 6 月１７日(日)、津市河芸公民館で開催されました。 

 代議員・役員総数 48名中委任状を含めて３９名の出席で成立しました。 

 2017 年のスポーツ活動では、三重県スポーツ祭典として、「第 44 回山の祭典」「8 

回ウォーキング」「第 1回卓球大会」を開催。「第 42 回軟式野球大会」「第 34 回反核 

平和マラソン&ウォーキング」を県連盟主催で開催しました。「第 38回中部台公園秋 

のマラソン大会」は台風襲来のため中止となりました。 

 組織拡大では、他の種目で連盟員を少しずつ減らしている中、2016 年に誕生した 

三重県卓球協議会が毎月大会を行う中で、加盟員を 1.5 倍に増やし、2016 年には 

300 名弱にまでに落ち込んだ県連盟員数が、2017 年のは一気に 400 名を超えまし 

た。新しい種目が増えることで、全体が活性化されました。 

 2018 年度はさらに活発に活動を展開していきます。以下の日程で予定しています。 

6 月  9日(土) 

 

       ２３日(土) 

6 月 30日(土) 

第22回東海地区バドミントン大会団体戦 兼 全国スポー 

ツ大会第 15回バドミントン大会予選 

第 48 回春季スポーツ大会（バドミントン） 

第2回三重県スポーツ祭典卓球大会兼第54回全国卓球選手 

権大会三重県予選会 

7 月 1日(日) 第 35 回反核平和マラソン&ウォーキング 

    未定 第 43 回三重県軟式野球大会 兼 全国大会予選 

8 月 26～28 日 第４５回山の祭典 

10 月 21日(日) 

   28 日(日) 

第 9 回三重県スポーツ祭典ウォーキング 

第 39 回中部台公園秋のマラソン大会 

バドミントン大会は、愛知バドミントン協会の出前大会として、津市安濃中央体 

育館で開催します。 

 「スポーツの楽しさを全てに人に広げよう」をスローガンに、みんなで力を出し合

って楽しみましょう。 
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     【 新日本スポーツ連盟三重県連盟 2018 年度 役員 】 

理事長 井岡 智子 理事 木村 順子 

副理事長 鈴木 祥夫  改田 登志男 

事務局長 脇海道 博  野島 夢子 

事務局次長 前坂 和子  相馬 常吉 

事務局次長 池田 由紀子  松下 龍一 

会計 上野 始子  岸  哲和 

会計監査 紀平 孝子  荻子 英二 

会計監査 清水まりえ  田辺 秀樹 

 

バドミントン大会 
 6 月 9日(土)と 6月 23 日(土)に、愛知バドミントン協議会の出前大会として、久 

し振りに三重でバドミントン大会を開催しました。会場は両日共津市安濃中央体育館。 

 6 月 9 日 (土)「第２回東海地区バドミントン大会団体戦 兼  

全国スポーツ大会第１５回バドミントン大会」予選。 

 17 チーム 94 人の参加。2・３部、4部、５部の混成団体種目。半数以上が三重の 

チームでした。若い人の力強い試合が多かったです。 

 2・３部  1 位 「埼玉」(埼玉からの参加). 

  4 部   1 位 wind  mill（三重のチーム） 

５部   1 位 まぼろしスペシャルA 

              

 6 月 23 日(土) 第 48 回春季スポーツ大会   

男女ダブルス 1部～５部シニアの種目で、３２チーム ６４名の参加でした。 

  女子 3 部 1 位 ウィニングシャトル(畑、高山) 

          ４部 1位 TA緑バドミントンクラブ(秋本、石田) 

          ５部 1位 まぼろしスペシャル(加藤、尾方) 

    男子 3 部 1 位 元大阪経済法科大学(小原、田中) 

          ４部 1位 まぼろしスペシャル 

(榎本、西川) 

          ５部  1位 MAG(久島、早川) 
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第４回プログレスリーグ！ ２９名優勝者！ 

                      三重卓球協議会 理事長 相馬常吉 

 ５月２６日（土）、四日市中央緑地第二体育館を会場に、第４回東海オープン三重県

卓球プログレスリーグ戦大会を開催して、175名の参加者で行われました。今回は１

部に過去優勝経験者を集めたＳ組をひとつ、他に３組、２部４組、３部４組、４部４

組、５部２組の男子と女子１部、２部２組、３部３組、４部４組、５部に分けて、６

から７人リーグとして、各部の優勝へ楽しんでいただきました。過去最高の優勝者数

２９名の誕生です。小学生から高年齢者まで幅広い年齢層で盛り上がりが印象的でし

た。 

 

 

６月９日（土）、伊勢市サンアリーナを会場に、第１７回全国加盟クラブ交流卓球大

会を開催して、６９団体チームの２３２人の参加で三重県同会場開催二度目が行われ

ました。東は岩手県、西は広島県や徳島県からのチーム編成ですが、混合チームには、

宮崎県と東京、大阪と三重、愛知と石川などのメンバー構成で、男子３５県女子３４

県からチーム自身でも交流がありました。三重県は最多チームの参加で全国からの選

手を迎えて、素敵な交流試合を無事に終えたと感じます。今後の全国大会開催の自信

にも繋がったと実感した大会でした。全国からの参加ありがとうございました。 
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ランニングセンターニュース 第 38 回マラニック開催 

 ６月３日（日）、ここ２年間開催できなかったマラニックを１０名の参加者を得て実

施しました。 

「鈴の湯」をスタートゴールで細野峠越え（標高差 320ｍの登り）、堀坂峠越え（標

高差 320ｍの登り）を結ぶハードなコースでしたが全員無事完走し、「鈴の湯」で入

浴して疲れを癒しました。 

今回、初めての試みとして車の交通できな 

い山道を一部取り入れ、約 2 ㎞の歩行コース 

でした。（ランニングセンター 鈴木祥夫） 

 

 

 

  

近江商人発祥の地 五個荘を巡るウォーキング 

 6 月 23 日(土)、昼から雨の予報の中出発。JR 能登川駅からスタート、石馬寺を目

指す。石馬寺は聖徳太子のころが始まりで、臨済宗の修験寺だったようです。本堂ま

での 300余段の石段の両側には僧坊が多数建っていた跡がうかがえます。お寺から少

し下ったところに誰かが桑の木を見つけました。実を摘んでいた女性が御馳走してく

ださり、初めて桑の実を食べました、甘くておいしいかったです。11:30ころから雨

が落ち出してきました。11:50「ぷらざ三方よし」に到着。先にバスで来ていたメン

バーが、昼食場所にお願いしていただいてあり助かりました。お礼代わりにみんなで

お土産を其々買いました。昼食後は商人屋敷巡りです。 

金堂まちなみ保存交流館、近江の豪商中江

準五郎低邸、外村宇兵衛邸、外村繁邸を巡

りました。どこも広い家屋敷でしたが「売

り手よし、買い手よし、世間よし」の「三

方よし」のことばに納得できる、倹約・勤

勉・誠実な近江商人の生活文化を垣間見た

きがします。150 年前の畳が今も使われ

ていたのには感動しました。 

近江鉄道五個所駅から帰途に着きました。 

                     (ウォーキングクラブ 井岡智子) 

山道入口の案内版 
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「6月 3日 御在所岳クリーン登山に参加して」 

当日は快晴の登山日和、幼い頃よりロープウェイで慣れ親しんだ御在所岳ですが自

分の足で登るのは初めて。ちょっとドキドキの🔰マーク登山者を緑眩しい山々が出迎

えてくれました。表道は荒れていましたがほとばしる汗に新緑の風が心地良く、険し

い岩肌を登りに登りました。 

頂上から鎌ヶ岳を望む３６０度の眺望は素晴らしく、望湖台から遥かに見えるであ

ろう琵琶湖は霞がかかり肉眼で見ることができませんでしたが、近江の国の大湖をこ

んなにも身近に感じられるとは驚きです。運が良ければ富士山も見ることができると

か、鈴鹿山脈の中心となる御在所岳の存在は大きいと感じました。 

頂上で昼食後、クリーン登山の集会に参加、ゴミ拾いをしての下山でしたが登山者

のマナーがよく下山に集中することができました。下山途中、頭上ではウグイスのさ

えずりが先導し、更紗ドウダンや紅ドウダンの紅が緑の木々に映えてきれい! 野生の

花々がそこここに咲き、心癒されました。加えてカッコウがそのさえずりと共に姿を

現すサプライズも! 

初めての鈴鹿上高地登山の時から感じたのですが、きつい登りの途中に水分補給や

汗拭いの休憩が絶妙なタイミングで配置され、その数分の休憩で元気をもらい、力強

く登ることができました。また、休憩の折に先輩の方々からその都度、岩場での足運

びや下山時の立ち休憩等々登山のイロハを教えていただきました。山好会の例会登山

は、計画や下見が綿密に行

われて実行された🔰マー

ク登山者にも優しい登山

なのだと実感しました。ま

だ、1年半はフルタイムで

働きますので、土、日しか

例会に参加できませんが、

一回一回の山との出会い

を楽しみたいと思います。     

（山好会・﨔 谷口 孝子） 
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２０１７年度 スポーツ連盟三重 第１４回理事会報告 

日時・場所 ６月４日（月）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・岡平・荻子・相馬 

松下・岸・池田・木村・中尾・田辺 

次回２０１８年度第２回理事会 ７月 2 日（月）１９：００～                                                                                   

 
報 告 
１．各種目クラブ 5 月の行事報告 
  ☆スキー…報告事項なし 
 ☆ランニング…3 日マラニック「鈴の湯・うきさと周回コース」（10名） 

☆山好会…10 日津市西部の里山学習（11 名）11 日藤原岳～木和田尾（１７

名） 13 日高畑山～溝干山（中止）17 日竜ヶ岳（22 名） 

19 日青山高原清掃登山（13 名）20 日なめり湖周回（中止） 

22 日桧奥峰（41 名）26 日霊山（21 名）27 日三峰山～平倉峰（23 名） 

☆ウォーキング…３日美杉・山菜天ぷら（11 名） 7 日風草園（中止）  

20～21 日一泊遠出企画「福井」（35 名） 

☆卓球協…24 日第 1回合同練習会 

26 日第 4 回東海オープン三重県卓球プログレス戦（175 名） 

26 日第 2 回定期大会（大会終了後） 

 ☆野球協…報告なし 

２.第３５回反核平和マラソン（７月１日）   

 ☆後援依頼状況  ・三重県以外は後援（鈴鹿市、津市、松阪市）を承認された。 

 ☆参加申し込み状況（5 月 31 日現在） 

    ・松阪コース（5 名） 白子コース（3名） ウォーキングコース（8 名） 

 ☆次回実行委員会  6 月 20 日 10 時～ 

協議事項   

１．第４６回定期総会（６月１７日）について 

☆2017 年度会計報告と 2018 年度予算案について     原案を承認した。 

☆理事（役員含む）候補について  ・役員候補の確認を行った。 

☆総会の役割について   役員、代議員から任務分担を行った 

 ☆その他必要事項について  ・総会への理事・役員の出欠を確認。 

2．総会に提議する三重県連盟規約改正（案）の最終確認を行った。 

3．バドミントン出前大会（安濃中央総合公園内体育館メインアリーナ） 

☆日程  ６月 ９日（土） スタッフとして参加（井岡、野島） 

     ６月２３日（土） スタッフとして参加（脇海道） 

５．「スポーツのひろば」の増減状況   現在 ４７部   


