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 熊野古道 三瀬の渡しから三瀬坂峠越え 11 月 1 日(日) 

 熊野古道を伊勢神宮内宮前からスタートして、今回が 5 回目です。 

 昔の旅人が宮川を船で渡ったのを、2009年に地元のボランティアの方たちが復活した「三

瀬の渡し」を体験しました。 

 大台道の駅から渡し場まで歩きます。途中まだ行ったことがないという人がいて、「三瀬砦

跡」に寄りました。小 1 時間かかって 10 時少し前に渡し場に到着。 

 10 数名のボランティアの方々が待っていて

くださり、ライフジャケットを付けて 6 人ずつ

3 回に分かれて船に乗り向こう岸に渡りました。  

昔はここで鮎を釣ったり水遊びをしたそうです

が、今は少し下流にダムができて鮎もいないそ

うです。 

 20 分ほどかけて全員が渡り終え、河原から

ボランティアの方々が刈って歩きやすくしてく

れたと思われる道を辿って、多岐原神社により

無事を祈り、三瀬坂峠に向けて出発です。 

 峠までの道はけっこう急坂でじめじめしていました。ゆっくり登り 11時 15 分に峠に着き

ました。早めの昼食を摂り滝原に向かって下り

ます。 

 里登り口まで下り少し休憩です。ここからは

平坦な道です。途中の道の脇にボランティアの

M さんが待っていて、「渡し船の動画を撮った

ので、送りますから送り先を教えてください。」 

と、なんと親切なこと。 

 12 時 45 分、滝原宮に到着です。すぐそば

の「木つつき館」でトイレを済ませた後、滝原

宮に参拝する人とそのまま帰る人に分かれ解散しました。 

 秋晴れに恵まれ、渡し船に乗るという情緒あふれる 1 日でした。 

                                     (ウォーキングクラブ  井岡 智子) 
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コロナ禍でも、楽しめるよう競技方法変更で、大接戦増！！  

                     三重卓球協議会 理事長 相馬常吉 

２０２０年１１月７日（土）、第１回東海オープン三重県ミックス３シングルス卓球大会が

津市安濃中央公園内体育館で、２４組９６名の参加で、１部（上級者）から４部（初級者）の

４ブロックで開催されました。 

申込み締切後に参加チームが少ないことから、１チームは男子２名・女子２名で３シングル

スの競技方法で参加申込みをいただいていましたが、開催２週間前に競技方法を４シングルス

に変更、２－２に勝敗がなった時には、５番シングルスをビクトリーマッチ（１ゲーム）とし

て行い、全員が試合に参加できるように連絡を発信しました。 

参加者は、東海・近畿地域の他に、会場位置から道路網により関西地域から、足を運んでく

れることが増えています。試合結果には、１部部門では愛知県勢が優勝を飾ることが多い中、

関西チームが優勝。上位ブロックは、特にレベルアップが目立ってきた情況です。 

感染防止対策は、会場入り口と本部ではアルコール消毒液の設置、マスク着用や大声を出さ

ないなどの対応と、メインフロアー密閉回避の為に、対角の扉を開放。開会式での注意喚起と

ホワイトボードに掲示なども行いました。 

試合では、小学生、中学生、社会人、他に親子チームや年配者と幅広いレベル技術が披露さ

れ、また父兄の応援やチーム戦の為、盛上った内容でした。ミックスの大会は、一味も二味も

華やかさが目立つ楽しみの一つですね。 
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今月もランニングセンター練習会 

ランニングセンターでは毎月第3日曜日に中部台運動公園に午前10時に集合して練習会を

行っています。 

11 月は 15 日の日曜日 6 名が 10 時に集合、準備運動を念入りに行い、運動公園内の紅葉

真っ盛りの 1.4ｋｍトリムコースをランニング組 3 名とウオーキング組 3 名に分かれて実施

しました。 

ランニング組は 5 周 7ｋｍと芝生広場 2 周の 8ｋｍ、ウオーキング組は 3 周 4.2ｋｍと芝

生広場 2周 5.2ｋｍを各々のスピードで軽く汗をかきました。 

練習コースは参加者で相談して松阪の工業団地周回コースとか、本居宣長の奥墓 1 周や堀坂

峠往復、射和町往復と季節によってコースを変えています。 

練習コースは 20ｋｍを超す田園地帯や、きつい峠への登り坂があったり、起伏にとんだコ

ースとあきることはありません。 

だんだんと高齢になりスピードは落ちましたが、年には負けていられないと張り切っています。                                 

（三重ランニングセンター 鈴木祥夫記） 

 

桑名ブルースカイスキークラブからの報告 

私たち、桑名ブルースカイスキークラブは、１０月１７日（日）にやっと総会らしき集まり

を持つことができました。そこで話し合って決めたことをお知らせします。 

例年行っていた「春スキーin栂池」のバスツアーは、今期は見送ることにしました。バス乗

車の面、宿対応の面、予算面、いろいろ考えた結果です。忘年会やカヌー＆ＢＢＱの会も無し

にしました。 

後は、クラブ内での日帰りや合宿企画だけは行いたいと思います。すべて行わないとなると、

クラブ自体が活動休止になってしまいますから。 

それを受けて、全クラブ員に「クラブ員継続か、休部か」を問いました。指導員を含む８名

が継続、５名が来季復帰を前提に休部扱いの申し出があり、県連盟や全国連盟へのクラブ員報

告は８名となりました。 
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継続のクラブ員は、できるだけ東海ブロックの行事などに参加していく方向です。１２月の

初滑り＆指導員研修、１月のスノーフェスティバルなどに向けて、そろそろ、冬の準備を行お

うかと考えています。他のクラブの皆さんも、できる範囲内で活動を続けていきましょう。 

           （桑名ブルースカイスキークラブ 木村 一仁） 

 

２０２０年度 スポーツ連盟三重 第３回理事会報告 

日時・場所 ２０20 年１１月３日（火）１９：００～21：０0 橋南市民センター 

出席者  脇海道・相馬・高山・濱口・荒木・田辺・上野・前坂・野島 

次回理事会 2020 年 １２月１日（火） 19：00～橋南市民センター 

                                                                           

報 告   
１．各クラブの活動状況 

☆スキー…10 日桑名ブルースカイ SC総会  

  ☆ランニング…１８日練習会（松阪中部台公園） 

☆山好会…12 日三峰山（14 名）１１～13 日雨飾山・美ヶ原（中止） 

     21 日御池岳（36 名）24 日堀坂山・観音岳（23 名） 

25 日鎧岳～兜岳縦走（中止）           

☆ウォーキング…2 日珍布峠（15 名）17 日福地氏城（中止）21日三郷山（9 名） 

        25 日阿下喜（16名） 

☆卓球協…3 日第１回東海オープン三重県卓球３シングルス団体戦大会（２５組 89 名） 

    １０日第１回東海オープン三重県ラージボールシングルスお楽しみ団体戦大会 

                                （２４組４８名） 

☆野球協…チーム人数が集まりにくいのが現状 
２．東海ブロックオンライン会議に理事長、事務局長出席 １０月３１日（土） 
  ☆次回ブロック会議  ２０２１年２月７日（日） １９～２１時 
 
協議報告 
１．県連盟、各クラブのこれからの活動について協議し、下記のように行事を行う事を決めま 

した。 
６月２０日（日）三重県連盟第 49 回総会 
７月 ４日（日）第 37回反核平和マラソン＆ウォーキング 
7 月      スポーツ祭典卓球大会 
秋頃      第１回リレーマラソン（四日市）貸切は難しいか 
※山の祭典実施有無は山好会幹事会の協議に委ねることとする。    

２．「スポーツのひろば」の増減状況…現在４７部 1 部 減  
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【ウォーキング 12 月の予定】 

 5 日(土)  錫杖湖畔・河内渓谷 

13 日(日)  初瀬街道西峠越え (最初の計画通り) 

19 日(土)  五ヶ所城、馬山  (追加) 

23 日(水) 熊野古道・滝原～伊勢柏崎 



山好会 35周年記念登山「朝熊ヶ岳」 2020.11.15（日）実施 

 コロナ禍で数多くの 35 周年企画が中止に追い込まれる中で、この「朝熊ヶ岳集中登山」は

「集中」の文字を外し 4コースがそれぞれ独立しながら、同日に行うという形をとり、会とし

てこの企画はぜひ実現しようという固い決意のもと、準備を重ねていよいよ当日を迎え、幸い

絶好の日和の中でスタートすることができました。 

 

①宇治岳道～朝熊岳道下山コース 

 朝、五十鈴川駅前に参加者 16 名が集合し簡単な打ち合わせの後 2 班に分かれ、出発した。

まず駅近くの月読宮で安全登山を祈念し、宇治道登山口に到着、そこからかつてバスが走って

いたというなだらかな登山道を登り始めた。途中登山道を整備されている篤志家の方と出会い、

声を交わした。数多くのお地蔵さんを横目で眺め、三角点近くのかつてのケーブルカー終着点

近くから朝熊の街や伊勢湾の絶景をながめた。 

出発から 3 時間余りで朝熊峠（22 丁）に

到着。かつて老舗旅館があり栄えていたとか。 

そこから森の中の道を通り、朝熊ヶ岳（八大

龍王）に到着し、昼食休憩をとった。 

 休憩後、奥之院に立ち寄り金剛證寺に向か

った。この辺りでは鮮やかな紅葉を楽しむこ

とができた。境内の階段を下っていくと目の

前に一群の登山者の集団が現れ、すぐにそれ

がわが山好会の第 3 コースの人たちであるこ

とがわかり、特別なセレモニーはなかったが、

しばし雑談を交わした。下りは急坂が多い朝

熊岳道を無事下山することができた。よーで

る会の方々の周到な準備のおかげで、思い出

に残る 35 周年記念登山になったことを感謝

したい。 

 

②朝熊岳道往復コース 

朝熊岳道コースの参加者は 17 名でした。一度は歩いた方たちばかりと思っていましたが、

山好会に入会したばかりの方が参加してくださり、このコースは「初めて歩きます」と言われ、

嬉しかったです。 

  他にも初めての方がいらっしゃり、会話も弾み楽しい山行になりました。天気も穏やかで歩

きやすかったです。朝熊峠で、伊勢の街並みや伊勢湾を眺めて休憩しました。朝熊ヶ岳頂上で

記念撮影をして、奥之院を横目に、山上広苑に向かいました。 
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山上広苑に、11 時半過ぎ

に着きました。誰もいないの

に、ほっとして、鳥羽の島を

眼下にゆったりと昼食をいた

だきました。 

 ここで、ばったり鳥羽コース

の方たちと出会いました。紅

葉の綺麗な、金剛證寺を通り

過ぎ、旧参道を下山しました。

14 時 15 分に、無事出会い

の広場に戻りました。 

 頂上でイベントはできませんでしたが、記念山行だけでもできてよかったです。参加の皆様

ありがとうございました。 

 

③鳥羽岳道～朝熊岳道下山コース 

鳥羽岳道コースには

４コース中最大の 33

名が参加しました。穏

やかな晴天に恵まれ近

鉄池の浦駅から元気に

出発。他の岳道に比べ

ると参詣道も荒れ、丁

石地蔵の数も少なく登

山者もほとんどないコ

ースですが常緑樹の多

い自然林の中を登って

いきます。 

 途中、飯盛山の急登に息を切らせ展望岩からの景色に歓声を上げ、ガレ場の谷を何度も横切

り、ようやくスカイラインに出ました。山上広苑には予定通りの時間に到着、鳥羽の島々を眼

下に雄大な景色を見ながら昼食タイム。参加者全員で記念撮影後、金剛證寺へ。 

 ここで、脇海道会長の出迎えを受け、記念登山の挨拶を頂きました。モミジやイチョウが美

しく色づいた金剛證寺を後にして八大竜王の祀られる朝熊ヶ岳山頂に。 

 山頂で参加者全員のイベントはできませんでしたが、それぞれのコースから山頂を目指し一

日を楽しむことができました。また、山頂付近では他コースすべての皆さんと出会うこともで

きました。35 周年実行委員の皆様ありがとうございました。コロナに負けず今後も例会を実

施しましょう 
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④マイカー登山(伊勢志摩スカイライン)コース 

  このマイカーコースは山に行きたいけれど、以前のようには登れない方にも楽しんでいただ

けるコースとして生まれました。マイカーで移動して、当初の計画では八大竜王社も入れまし

たが道路事情から変更し、朝熊ケ岳山頂の金剛證寺と奥之院、山上広苑さんぽ道・山頂広場を

散策していただくことにしました。 

山好会会員番号 1 番のご夫妻と

98 番のご夫妻と 24 番の会長など

健脚のベテラン揃いです。常緑樹が

多い朝熊ケ岳の所々に点在する紅葉

を愛でていただきました。奥之院で

は民おばあちゃんの富士見亭竹山で

コーヒータイムとおしゃべり。実は

名物の田楽を食べていただこうと思

いましたが、コロナのせいか田楽は

お休みしているとのことでした。 

  コロナ禍のGoToキャンペーンで

山頂の駐車場は満杯に近い状態で 3台分確保するのが大変でした。山上広苑さんぽ道を散策し

て、右手に鳥羽湾、左に伊勢市街がみえるビューポイントで昼食にしました。富士山が見える

時期にはなっていますが、伊勢湾にモヤがかかっていてそれは望めませんでした。昼食後、山

頂広場へ。観光客でにぎやかでした。

山頂を後にして鳥羽へ伊勢志摩スカ

イラインを下りました。もう少し山

歩きがしたかったとの声があったか

と思います。山好会には「90 歳ま

で登山」のスローガンもありますし、

県内にも最適な眺望よしの「低山」

が山のようにあります。このような

「山歩き」スタイルも取り入れて普

段の山行をさらに充実させたいと思

います。本当にありがとうございま

した。 

★山好会・35 周年記念登山「朝熊ヶ岳」参加者…７５名 

 (宇治岳道・１６名、朝熊岳道・１７名、鳥羽岳道・３３名、マイカー・９名)  

よーでる会…１５名 山登くらぶ…１２名 いくわ会…１２名 﨔…１１名  

 こだま会…９名 焚火会…９名 くつわ会…７名 
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