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         ２０１８年  ８月号 誰もがスポーツを！ 第３３０号 

「第 3５回反核平和マラソン＆ウォーキング」炎暑の中無事終了  

７月１日（日）、「第３５回反核平和マラソン＆ウォーキング」が開催されました。今年も鈴

鹿市・津市・松阪市から後援が得られました。 

今年で 3５回目を迎えた「反核平和マラソン＆ウォーキング」は、梅雨の中休みであり、真

夏のような暑さと高湿度のなか、熱中症を寄せ付けない人々が、マラソンとウォーキングに参

加しました。 

今回は残念ながら昨年より参加者が少なくスタッフなど含めて 49 名の参加でしたが、参加

者は「スポーツは平和とともに」のゼッケンをつけて、マラソンは北から近鉄白子駅～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）を歩きました。 

3 つのコースの参加者は 12 時前後して到着しました。各コース到着後に記念撮影を行い、

公園内東屋で行われた交流会では、今回も交流会に快く出演頂いた「サンディギャングス」の

演奏を楽しみながら、主催者のスポーツ連盟三重が用意した昼食のおにぎり、キュウリ、トマ

トが配られ、各コース参加者に発言していただき、三重県平和委員会が参加者に「核兵器全面

禁止のアピール」署名を求めました。 

次回（2019 年 7 月７日）の「第３６回反 

核平和マラソン＆ウォーキング」には「反核 

平和」をアピールするために、もっと多数の 

方が参加することを期待しています。 
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ウォーキング 

白子からのランナー 
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第 54 回全国大会三重県予選会に声が輝く年代別団体戦・個人戦 

                       三重卓球協議会 理事長 相馬常吉 

 ６月３０日（土）、亀山西野公園体育館を会場に、第５４回全国年代別団体戦予選会兼第２回三

重スポーツ祭典を３５チーム・１１９名の参加で、昨年に続いて三重県連盟の主催で開催されまし

た。今回は三重県・愛知県・全国の総会終了後の大会となり、活動方針・情報報告も紹介された『平

和とスポーツがミックスとなる、将来に期待を高める雰囲気の中』で行われました。参加者の多さ

に驚いた井岡三重県連盟理事長。全国の平和を願う行事大会や三重卓球協議会のフレッシュ差が話

題と紹介された鈴木愛知卓球協会理事長。予選会の応援する声援が男女ともに会場に響きました。 

７月７日（土）、同会場、同大会の個人戦（一般・年代別）予選大会を開催して、参加者９３名の

中に、全国大会出場希望する１３名の激戦部門も活気と雄叫びと歓声が印象に残りました。連盟大

会初参加の初優勝も複数ありました。岩手大会行きた～～い。予選通過した～～い。食らいつくぞ

～～ !!! と一般部門。 

 

７月１４日（土）、四日市中央緑地第２体育館を会場に、第７回東海オープン三重県ミックスペ

アマッチ卓球大会を開催して、８６チーム・１７４名の参加で行われました。 

試合形式は、最初にミックスダブルス、次にシングルスが続く対戦です。ダブルスを負けても残

り２試合を勝てばチームの勝利なので、新チームの参加が多く目立った大会になりました。また、

常連チームでは声の掛け合いにポーズも。 

８月２5 日（土）、第５４回全国三重県予選一般団体戦と大会日程は続きます。ぜひ参加を! 
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射和(いざわ)の町を巡るウォーキング 
 7 月 10 日(火) 雨上がりの暑い中を出発。 

 強い日射しは相当身にこたえ、みんなの口からは、「暑い」 禁句、でも言ってしまったら罰金 

ということになりました。 

 JR 相可駅をスタート、國分家の長い黒板塀沿いを歩き、射和祇園祭の屋台蔵を見ながら射和寺 

跡大日堂へ、目的の地蔵菩薩坐像は隣の宝物庫に閉まってあるのか見られませんでした。 

 その後伊佐和神社へ、日陰で休みながらちょっと早い昼食を。周りを見渡すと緑の中に薮みょう 

がの白い花がとても新鮮でした。 

 富山家跡を見ながら延命寺山門(竹川家菩提寺)、伊馥寺(富山家菩提寺)へと、この２寺隣り合っ 

て射和石の石垣が連なっており、途中で積み方が違っているのが良く分かりました。石垣の外に可 

愛い清水地蔵があり、冷たい水ガ湧いてお 

り暑さをとばしてくれました。 

 今日一番の竹川家(射和文庫)に。竹川竹 

齊が書籍、古書画、古物等を収め創建され 

ました。また射和萬古、茶、桑栽培も興し文化

人経世家で、裏千家や勝海舟とも親交があった

そうです。文庫を受け継いだ人は大変みたいで、

松阪市での保存を希望しているとのことでし

た。 

松阪城下で居を構えた伊勢商人とは違う伊勢

商人の住んだ射和を少し知ることができました。 

 

電車組は相可駅を 14:05 に乗り無事帰途に着

きました。 

参加者 15 名、約 6 ㎞のウォーキングでした。        

(三重ウォーキングクラブ 池田由紀子) 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 -３- 

                         

射和豆知識 

丹生で採れた水銀を櫛田川を船で射和の富山家裏の船着場まで運び、お白い粉にして江戸に運

んで商売をしました。鉛が中国から入るようになって支第に衰退していきました。 

松阪木綿で伊勢商人が栄える以前のこちらも伊勢商人です。 

松阪で一番古い延命寺山門 

射和石の石垣 
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                      経ヶ峰山行 

6 月 27 日（水）、参加者 27 名、経ヶ峰、笹子コースに久しぶり振りに参加させてもらいまし

た。北笠の登りの急登リはいつもえらく、今回も何とか上がれました。 

 北笠に上がる頃には天気も晴れてきて経ヶ峰から赤白鉄塔、長野山、笠取山のレーダードームが

見渡せ久しぶりの景色でした。 

 小屋で昼食を済ませ頂上から大洞の頭までのコースは気分の良いルートで馬酔木の実もたくさ

ん付いてありました。下山は谷コースをとり、無事駐車場に着き美濃先生差し入れのスイカを御馳

走になり大満足の一日でした。スタッフの皆様方お世話をおかけしました。                              

（山好会ホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                             

【山好会 ２０１８年８～９月の行事予定】  

８月２６～２８日（日～火） 第 45回山の祭典「立山連峰」 （山の祭典実行委員会） 

9 月１５～１６日（土～日） 安全登山の日 

「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）チャレンジ百名山 

              「四阿山・浅間隠山」     （百名山委員会） 

 

ウォーキング８月９月の予定 

8 月 7日(火) 伊吹山お花畑          ９月 ５日(水) 榊原自然歩道 

  １２日(日) 宇気郷・伊勢山上         １４日(金)栃原~川添 

  １８日(土)大台・大熊谷(清流茶屋であゆ)    ２４日(月・休)中津川・苗木城 

    ２４日(金) 湖南三山              ３０日(日)奈良・西の京 
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                                  主管 新日本スポーツ連盟 静岡西地区連盟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✩問合せ・申込みはできるだけクラブでまとめて 脇海道まで T/F 059-245-3647 

                          

  

新日本スポーツ連盟 

      第 11回東海ブロックセミナー 
       主催:新日本スポーツ連盟東海ブロック(静岡・三重・岐阜・愛知) 

 

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(定員 50 名)     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(赤旗スポーツ記者) 

                   質疑応答 

      12:00  昼食、休憩 

      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) 

                     会場：百万石(豊橋駅南口) 

                     会費：4,000 円 

４．参加費  ５００円 

       昼食は各自で用意してください (コンビニ 会場より徒歩 2 分) 

５．その他  ・参加者：各県の常任理事、理事、各種目の理事、連盟員ならどなたでも 

       ・スポーツ交流は各種目から案内がでます。 

       ・健康マージャンは開催しません 

       ・参加申し込み：各県代表者が講義と懇親会の参加の有無を 

                静岡西部地区連盟 永谷まで連絡ください 

       ・申込み締め切り：９月８日(土) 
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２０１8 年度 スポーツ連盟三重 第２回理事会報告 

日時・場所 7 月２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・荻子・相馬・松下・岸・池田・ 

木村・田辺 

次回２０１８年度第３回理事会 ８月１０日（金）１９：００～                                                                                   

 
報 告 
１．各種目クラブ６月の行事報告 
   ☆スキー…１日桑名ブルースカイ総会 
  ☆ランニング…報告事項なし 

☆山好会…３日御在所岳清掃登山（２３名）２７日経ヶ峰（２９名） 

☆ウォーキング…３日京都トレイル「戸寺～二ノ瀬」（７名）１２日家城ライン・真見 

 川口井水旧跡（１３名） ２３日五箇荘（１２名） ２７日名張城下町（１２名） 

☆卓球協…3 日全国大会個人戦予選会（個人リーグ戦）（参加 90 名） 

9 日第１７回全国加盟クラブ交流卓球大会 

    ☆野球協…報告なし 

２．第４６回定期総会（６月１７日）を終えて 

  ☆総会で承認された「三重県連盟規約」を各クラブに 1 部配布する（33 部） 

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） 

 ☆９日第 22 回東海地区バドミントン大会 

兼全国スポーツ大会第 15 回団体バドミントン大会予選 

17 チーム 94 名 

 ✩２３日第 48 回春季スポーツ大会（男女ダブルス） 

32 チーム 64 名 

     ・三重県内の参加者が少なかった。 

 

協議事項   

１．２０１８年度の三重県連盟の活動について行うべきこと。 

  ☆今年度の目標…ランニングセンターの組織を立て直す必要がある。 

   ・ランニングセンターとして何をすべきか話し合いが必要。 

２．その他 

  ☆秋のマラソン（１０月２８日）について 

    ・山好会の予定表には１０月２１日となっている。 

        予定通り 10 月 28 日に実施する。 

    ・第１回実行員会 ７月２７日（金） １０時より 

３．「スポーツのひろば」の増減状況  増減なし  47 部 

 

 


