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スポーツは平和とともに！！               NO．２７６ 

スポーツ 絆と平和 フェアプレイ 

 

 

 

２０１９年１０月２１日発行 

発行者 新日本スポーツ連盟宮城県連盟 

スポーツ文化 

第５７回宮城県スポーツ祭典 

陸上競技大会を開催 
 

新日本スポーツ連盟宮城県連盟は９月２２

日（日）、第５７回宮城県スポーツ祭典陸上競

技大会を、弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙

台市陸上競技場）にて開催しました。参加人数

は、中学校が４０校、一般から３３名（大学１

校含む）の合計７１６名でした。 

当日は朝から雨の予報でしたが、昼頃に霧雨

が降った程度で、選手やグランドコンディショ

ンに大きな影響を与える事はありませんでし

た。 

大会では、女子中学中距離種目で好記録が連

発した印象的な大会となりました。また、昨年、

一般枠で参加した企業からは、今回たくさんの

選手がエントリーし、100m・800m・4×

100mR・走り幅跳びと数々の種目に挑戦。一

般女子 800mにも出走し、一般部門が華やか

になりました。一般選手が気兼ねなく参加出来

る希少な大会と認識頂いており、来年も顔を合

わせるのが楽しみです。 

中学女子では、一人３種目（リレー含む）エ

ントリーで全て３位以内に入賞する「超人」も

現れました。話を伺ったら、「今日は専門種目

外に挑戦してみたかった。結果はたまたま」と

仰せ。驚きが隠せません。学校に陸上部がなく、

個人で参加された生徒もおりました。その生徒

は中学女子 800・1500mに参加し、何れも

３位以内に入賞。大会終了後、お母さんと一緒

に自転車で帰宅する姿が印象的でした。私の地

元中学からも初参加（恐らく）頂きました。全

ての参加者に感謝申し上げます。 

今回、宮城民医連から医療スタッフを派遣し

て頂きました。涼しい気候の影響か、熱中症や

怪我を負う選手はおらず、運営側として安堵し

ました。全体朝礼後、部門毎に打ち合わせを行

い、人員不足箇所へも積極的に援助に入るな

ど、審判役員と連盟員が一丸となって大会に臨

む事ができました。「自由に誰もがスポーツを

楽しめる環境を作る」。この決してぶれない目

標と共に、次年度に向けて奮闘して参ります。 

（理事長 柿崎 勝） 
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参加者はウォーキングクラブの会員や、ウォー

キングの未経験者も含めて１５人。当初は正しい

歩行法を学んだあとに広瀬川を眺めながらウォ

ーキングを楽しむ予定でしたが、あいにく当日は

朝から激しい雨模様だったため、急きょ場所を仙

台駅前のアエルに変更し、アエル内のロビーや階

段を利用して、ウォーミングアップや歩き方の基

本、疲れない階段の登り方、疲れた時の筋肉のほ

ぐし方などを、実際に体を動かしながら教えても

らいました。さほど広くない屋内を行ったり来た

りでしたが、程よく汗をかく位の運動量でした。 

そのうち、雨が上がり陽も射してきたことか

ら、アエルから外に出て、青葉通りを西方向に歩

いて行きました。青葉通りと東二番丁の地下道

（イオンと七十七銀行本店の間）の階段とスロー

プを使って、下り階段の歩き方、坂道の登り方、

降り方の講習を行ないました。 

最後は、青葉通りをアエルに向かって歩き、軽

くクールダウンしたあと、解散。その後も講師へ

の質問が相次いでいました。 

仙台の街中での「ウォーキング講習会」 
 

６月９日（土）午後から、ウォーキング講習会

を開きました。講師は、「フットサロン踏（とう）」

代表の駿河真樹子さん。補佐として「フットサロ

ン楽歩」の矢内さんもいらしてくださいました。

駿河さんは仙台市若林区で、矢内さんは泉区でフ

ットサロンを開き、足つぼ療法や歩き方指導、健

康靴の紹介などをしている方です。 

自然の中を歩けなかっ 

たことは少し残念でした 

が、街中でも運動はでき 

るのだと思えたよい経験 

でした。次は自然の中を 

歩いてみたいです。 

（お母さんランナーズ 

     脇本ひろみ） 

世界谷地の自然を堪能！ 

６月２３日、「ニッコウキスゲ満開の世界

谷地」(栗駒国定公園)のウォーキングは４３

人の参加でした。 

仙台駅東口を８時 40分出発(貸切バス)、

10時 55分に世界谷地駐車場に到着。 

準備体操をして、11時 15分に湿原へ歩

き始め、森林浴を楽しみながら湿原へ約 3

時間の散策を楽しみ、14時 15分駐車場へ

戻って来ました。 

「世界谷地とは広い湿原という意味です。栗

駒山の標高 669から 707ｍ地帯に広がる

細長い湿原で」、「第一湿原と第二湿原から

なり、その間を幅 50ｍものブナの原生林が

横断しています」と紹介されていました。 

散策中に霧雨模様になり傘をさすウォー

カーもいましたが、全体としては「天気に恵

まれてよかった」と皆さん喜んでいました。 

湿原に入ると「黄色のニッコウキスゲと

白色のワタスゲが咲いているよー」と感激の

声をあげていました。 

木道を進むと「レンゲツツジのオレンジ

色が目を引くね」「湿原を良く見るとツマト

リソウもたくさん見えますよ。サラサドウダ

ンも可憐に咲いているよー」などと声がかか

ります。帰りは 14時 25分頃出発、途中

「長者原ＳＡ」に寄って 17時５分頃仙台駅

東口に着きました。（次ページに写真） 
 

（仙台ウォーキングクラブ 熊谷正治） 
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被災地「旧荒浜小学校」 

視察ウォーク 

９月１８日（水）、地下鉄「荒井駅」か

ら１６名が歩き、農業園芸センターから

歩く人と合流し、旧荒浜小まで３９名で

歩きました。園芸センターの大温室は津

波で破壊され、今はありません。 

園芸センターから田圃の中を約４０

分歩き、旧荒浜小に到着。到着すると、

多数で歩いてくる団体を見ていた管理

者の人が案内を申し出てくれ、約１時間

説明をしてくれました。 

猛暑の中、「反核・平和マラソン」を完走 

 

７月２８日（日）、３４回目を迎えた「反核・平

和マラソン」が泉区役所から錦町公園を繋ぐ約８Ｋ

ｍのコースで行われ、ランナー・スタッフ合わせて

２０名が参加しました。 

スタート時点で、すでに３０度を超える厳しい暑

さの中、日本共産党の中嶋廉県議、ふるくぼ和子市

議に見送られ、元気に出発しました。 

ランナーからは「早く休憩地点に着いてくれ～」

との声が相次ぎましたが、沿道にいた方々から、励

ましの声援や手を振っての応援をいただき、手作り

のゼッケンなどを身に着けながら、核兵器廃絶や憲

法９条を守れ！と反核平和を訴えました。 

平和の大切さや核兵器の恐ろしさ、スポーツをす

るには平和が必要であることなどを広くアピール

出来たと確信しました。 

完走後は、錦町公園の「祈りの像」前で記念撮影

を行ない、ねぎらいの言葉をかけながらの解散とな

りました。被爆 75年の来年は、多くの方に参加し

てもらえるよう、呼びかけていきたいとの思いを持

ち、第３４回反核平和マラソンを閉幕しました。 
 

（リンクスポルティーバ 山田慎一郎） 

2019.6.23 世界谷地にて 

その中で、旧野蒜小では体育館に避難

し多数の犠牲者を出したのに対し、荒浜

小は、震災前年チリ地震津波を教訓に、

避難場所を体育館から校舎に変更してお

り、小学校に避難してきた人達には犠牲

者がでなかったとの説明。旧大川小でも

現地の判断で避難したら、犠牲者がでな

かったのではと思いながら帰りました。 

   （あしがる会 菊地剛輔） 



４ 
 

編 集 後 記 

 この度の台風 19 号で被害に遭われたみなさ

まに、心よりお見舞い申し上げます。     

ラグビーワールドカップの日本開催と日本チ

ームの快進撃に大いに盛り上がり、世界陸上や体

操世界選手権、バレーボールワールドカップな

ど、世界規模の大会が次々と開かれ、多くの人が

スポーツを観戦し、感動しました。 

ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」では、多くのア

スリートが戦争により命を落とした話が放映さ

れました。日本のスポーツ界を背負って立つはず

だった若い命。「戦争さえなければ…」と悔やまれ

ます。スポーツのすばらしさと平和の大切さ、命

の尊さを改めて感じたこの秋でした。 

次号は、2020 年 1 月発行予定です。 

         （編集担当：脇本ひろみ） 

 

                

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

労山宮城県連から 

「第２回 石巻登山マラソン」のお知らせ 

来年３月２９日、石巻の里山（上品山、水沼山、

硯上山、京ヶ森、籠峰山）を走る「第 2 回 石巻

山岳マラソン」が行われます。石巻登山マラソン

実行委員会（労山の石巻山岳会などが中心）が主

催し労山の県連も協力応援します。フル 49km、

ハーフ 25km、ショート 16km があり、来年は

400 人程度（今年は積雪の中、申し込み 350 人

中 280 人参加）の定員になると思われます。 

申し込みは、石巻登山マラソンのホームページ

で 11 月頃から案内の予定です。ちなみに、昨年

はすぐに定員に達しましたので、興味のある方は

ホームページを注目しておいてください。 

＜労山で募集中の行事＞  

〇冬山入門登山学校 11／30(土)～12／1(日) 

蔵王少年自然の家（泊）。30 日は机上学習、 

1 日は刈田岳まで登りながら読図や雪上技術

講習。（問い合わせは、 

宮城県勤労者山岳連盟で 

検索しホームページにて） 

被爆 75 年「福島～東京～広島～ 

長崎 1800Ｋｍ反核平和マラソン」 

参 加 者 募 集 
 

 被爆 75 年となる 2020 年夏、全国連盟

と各ブロックで実行委員会を作り、福島から

長崎までの反核平和マラソンを実施します。

宮城県連盟は、岩手県連盟と協力し、福島県

庁から栃木県小山（おやま）市までの全88

Ｋｍ（うちランニングは 42Ｋｍ）を担当し、

ランナーの募集・参加とともに宣伝カーや救

護車の運行など、運営面も担当します。 

 おおまかな日程と走行距離は下記の通り

です。平日ですが、ぜひ休暇を取ってご参加

いただくよう、お願いします。 
 

2020 年 7 月 23 日（木）   開始式 

2020 年 7 月 24 日（金） 

 ・福島県庁⇒伏拝       5Ｋｍ 

・伏拝⇒安達太良ヶ原     15Ｋｍ 

（車移動：安達太良ヶ原入口⇒本宮） 

 ・本宮⇒三春街道入口     14Ｋｍ 

 ・三春街道入口⇒桑野病院   5Ｋｍ 

・桑野病院⇒川向        3Ｋｍ 

 ・川向⇒一里担        12Ｋｍ 

（車移動：一里担⇒薄葉） 

 ・薄葉⇒白河市役所       7Ｋｍ 

2020 年 7 月 25 日（土） 

 ・白河市役所⇒稗返       7Ｋｍ 

（車移動：稗返⇒片岡） 

・片岡⇒下岡本         9Ｋｍ 

・下岡本⇒川田入口       10Ｋｍ 

・川田入口⇒下野市役所     16Ｋｍ 

・下野市役所⇒川中子     2.6Ｋｍ 

・川中子⇒羽川        2.9Ｋｍ 

・羽川⇒小山市役所      4.5Ｋｍ 
 

※詳細は、決まり次第お知らせします。 
 ※ メールでの発送希望の方は、 

脇本まで連絡を！ 
hiromiwahaha@ybb.ne.jp 
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