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スポーツは平和とともに！！               NO．２７８ 

スポーツ 絆と平和 フェアプレイ 

 

 

 

２０２０年３月１５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 

世界各地で猛威をふるっているコロナウイ

ルス。WHOは遂に「パンデミック相当」と発

表しました（3/12）。特効薬がなく、気温が高

くなっても死滅しない等の理由から、終息の糸

口が見えていません。日本でも日々感染者は増

えており、東北では宮城・秋田・福島に感染者

が出ています。殆どの学校が休校となり、一時

閉鎖する施設も多くなってきました。観光客の

減少は著しく、宿泊施設のキャンセルも相次

ぎ、地域経済に及ぼす影響は計り知れません。  

スポーツ分野においては、春の選抜高校野球

が史上初の中止（3/11）。プロ野球の開幕延期

（3/10）・Jリーグやラグビートップリーグ延

期・大相撲やプロバスケットボール無観客にて

実施・東京マラソンの一般ランナー参加不可な

ど。大規模イベントも軒並み中止・延期となり、

東日本大震災の各地式典も規模縮小もしくは

中止となりました。 

スポーツ連盟では、全国定期総会（3/14、 

15）が延期となりました。それに伴い、４月

中旬に行う予定であった宮城県連盟の定期総

会も延期せざるを得ない状況です。私は思いま

す。各地の大会・行事が中止になっております

が、中止・延期を決断するのは案外簡単かもし

れません。政府の自粛要請に足並みを揃えれば

いいのです。各団体の意思に反対する訳では決

してございません。しかし、大会・行事を開催

するべく対策を練る・諦めないで取り組む姿勢

も重要ではないでしょうか？東京都連盟は現

在予定している大会を予定通り行うと発表し

ました。この意識こそが、スポーツ連盟の価値

と改めて思いました。 

東京オリンピックは予定通り開催すると

IOCは言います。仮にコロナウイルスが日本で

終息を迎えても他国では変わらず猛威をふる

っている可能性があります。感染者がいる国か

ら日本に渡航出来るでしょうか？オリンピッ

ク期間中、海外から 60万人訪れる状況で、日

本は、IOCは、完璧な予防対策が出来るでしょ

うか？選手村に滞在する選手・関係者は 2 万

人弱。多くの人が共に生活する選手村で空気感

染の恐れはないのでしょうか？特効薬の開発、

もしくは世界でコロナウイルス終息宣言が発

令されない限り、1～2年延期するのが妥当と

考えます。無観客で開催する案も出ています

が、それこそ放映権を握るアメリカの私欲によ

るオリンピックとなるだけです。日本政府はコ

ロナ対策として現在幾つかの戦略を挙げてい

ますが、先ずは経済の立て直しを図る為、当面

の間、消費税を引き下げる決断をすべきです。 

各クラブ・組織の皆さま。行事開催は主催者

側の判断ですが、可能な限り、現在予定してい

る行事開催を諦めないで下さい。宮城県定期総

会で、皆さまの前向きなご意 

見を楽しみにしております。 

   （理事長：柿崎 勝） 

 

 

 

（理事長 柿﨑 勝） 

 新型コロナウィルスの影響で、各種スポーツを始め、さまざまなイベントの自粛、中止、延期な

どにより、市民生活にも多大な影響が出ています。今号では、スポーツ連盟に関わる情報と、ス

ポーツ施設の休館等をお知らせ致します。みなさま、くれぐれも健康にはお気をつけください。 



　　 　新型コロナウィルスの影響で休止している県内施設（県・仙台市）

2020.3.15現在

　　　　  　　施　　設　　名 対応内容 期　間

宮城県 総合運動公園・トレーニングルーム 利用休止 3/3～3/31

 〃 　　 　〃　      ・プレイルーム 利用休止 3/3～3/31

 〃 　　   〃　　  　・スタジオ 利用休止 3/3～3/31

 〃        〃　 　　 ・プール採暖室 利用休止 3/3～3/31

 〃 仙南総合プール・ジム（柴田町） 利用休止 3/3～3/31

 〃 　　　　〃　　  　 ・スタジオ（柴田町） 利用休止 3/3～3/31

 〃 長沼ボート場（登米市） トレーニング室の利用を休止 3/3～3/31

仙台市 仙台市体育館 トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 若林体育館 トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 青葉体育館 トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 泉体育館（泉総合運動場） トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 宮城野体育館（新田東総合運動場） トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 根白石温水プール トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 中田温水プール トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 葛岡温水プール トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 仙台市陸上競技場 トレーニング室の利用を休止 3/2～3/31

〃 スポパーク松森 マシンジム室を休止 3/2～3/31

〃 仙台市体育館温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 宮城広瀬温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 根白石温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 今泉温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 葛岡温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 中田温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 鶴ヶ谷温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 水の森温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 新田東温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 スポパーク松森温水プール 採暖室の利用を休止 3/5～3/31

〃 今泉運動場 休憩棟内浴室を休止 3/5～3/31
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　　　 新型コロナウィルスの影響で休止している県内施設（仙台市近郊）

2020.3.15現在

施　設　名 対応内容 期　間

名取市 名取市民体育館 休館 3/2～3/31

〃 十三塚有料公園施設・球場 休館 3/2～3/31

〃 　　　　 　〃　　 　　　 ・庭球場 休館 3/2～3/31

〃             〃             ・陸上競技場 休館 3/2～3/31

〃 無料体育施設・体育館３館 休館 3/2～3/31

〃 　　　 〃　      ・グラウンド７ヶ所 休館 3/2～3/31

岩沼市 総合体育館（ビッグアリーナ） 休館 2/29～3/31

〃 市民体育センター 休館 2/29～3/31

〃 陸上競技場　多目的グラウンド 休館 2/29～3/31

〃 朝日山公園テニスコート 休館 2/29～3/31

〃 朝日山公園野球場 休館 2/29～3/31

〃 グリーンピア岩沼 休館 2/29～3/31

〃 鍛冶スポーツ公園 休館 2/29～3/31

〃 矢野日運動広場 休館 2/29～3/31

多賀城市 多賀城市総合体育館 休館 3/2～3/31

〃 多賀城市　市民プール 休館 3/2～3/31

〃 多賀城市　市民テニスコート 休館 3/2～3/31

〃 中央公園 休館 3/2～3/31

〃 多賀城公園野球場 休館 3/2～3/31

〃 多賀城市屋内ゲートボール場 休館 3/2～3/31

塩釜市 塩釜ガス体育館 休館 2/29～3/31

 〃 温水プール（ユープル） 休館 2/29～3/31

 〃 屋外スポーツ施設（グラウンドなど） 休館 2/29～3/31

富谷市 富谷市総合運動公園・スポーツセンター 休館 3/3～3/17

 〃 　　　　　  〃　　 　  　・武道館 休館 3/3～3/17

 〃 　　　  　　〃　　　 　　・スポーツ交流館 休館 3/3～3/17

 〃 　　　  　　〃　　　　 　・グランド 休館 3/3～3/17

 〃 　　　  　　〃　　　 　　・テニスコート 休館 3/3～3/17

 〃 　　　  　　〃　　　 　　・レク広場 休館 3/3～3/17

 〃 　　　　  　〃　　　 　　・トレーニング室 休館 3/3～3/17

 〃 　　　  　　〃　　 　　　・その他全施設 休館 3/3～3/17

※3/31までの新規予約不可
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編 集 後 記 

 暖かな日が続き、いよいよスポーツの季節、

と思いきや、新型コロナの影響で、各方面に多大

な影響が広がっています。インバウンドに頼り過

ぎた経済政策の危うさが露呈したと感じました。 

 オリンピックの開催さえ懸念される事態です

が、予定通り開催するにしても、中止や延期する

にしても、何よりも考えてほしいのは、選手や観

戦する市民の安全であるべきと思います。決し

て、スポンサーの利益やアメリカの放映権が優先

されてはなりません。安倍首相がコロナ対策の会

見で語った「ワンチームで･･･乗り越えていきた

い」という言葉。『お友だち』ばかり優遇する人が

発する『ワンチーム』とは、誰のことでしょうか？ 

心配でなりません。  （編集担当：脇本ひろみ） 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

仙台発の『ビビチタ』も中止！！ 
 

イタリア発祥で、平和や環境保全等を訴えな

がら、世界各地を同時刻、同距離走る Vivicitta

（ビビチタ）。５月２４日（日）に仙台で初め

ての開催を予定していましたが、こちらも中止

となりました。 

規模はさほど大きくはありませんが、全国か

らスタッフや参加者が集まることを考慮して

の決断です。 

被爆７５周年と、環境問題への意識の高まり

の中での開催を心待ちにしていただけに、残念

でなりません。来年の実施に向けて、スタッフ

一同、頑張って参ります。 

※ メールでの発送希望の方は、 
脇本まで連絡を！ 

hiromiwahaha@ybb.ne.jp 

 

「石巻登山マラソン」は中止！ 
 

３月２９日（日）に予定されていた「第２

回石巻登山マラソン」は、残念ながら中止と

なりました。新型コロナウィルスへの対策も

検討してきましたが、全国的なイベント中止

の流れや、参加者の安全面を考慮して、１３

日の実行委員会で中止が決定されました。 

今回申し込んだ方へ、参加費の返金はしま

せんが、来年の同大会へのエントリー権が付

与されるとのことです。 

 

ただし、労山宮城県連として、ドローン等

を使った救助訓練を行ないます。ヒトココや

ドローンを使った、日本初とも言える大規模

な捜索探査・演習試験です。 

29 日（日）、9 時からの上品山山頂から水

沼山へのトレッキング隊として参加できる

方を募集しています。参加できる方、興味が

ある方は、脇本までメールを（下記参照） 

中止となった行事 予定通り実施する行事 

仙台ウォーキングクラブ 

☆３月１５日（日）、２４名の参加で奥州仙台

七福神を歩きました。鈎取の福禄寿さん、福寿

院の布袋尊を巡りました。 

☆４月の例会は１９日（日）、予定通り実施し

ます。場所は、涌谷です。 

あしがる会 

☆３月例会は３月１８日（水）、仙台駅から長

町駅の広瀬川沿いの約８Ｋｍを歩きます。 

☆４月例会は、４月１５日（水）、多賀城緑地

公園から貞山堀、大木囲貝塚を歩きます。 

※「あしがる会」会員以外の方は、事前に申し

込みを。（電話・FAX：771-8837 菊地） 

スポーツ連盟宮城県関係の行事 

mailto:hiromiwahaha@ybb.ne.jp

