
１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

スポーツは平和とともに！！               NO．２７９ 

スポーツ 絆と平和 フェアプレイ 

 

 

 

２０２０年８月１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 

不要不急の外出の自粛やテレワークなどの効果で、一旦は落ち着いていたように見えた新型

コロナウィルスの感染ですが、ここにきて全国的に感染が拡大しています。その中で、中止や変

更になった行事や、さまざまな工夫をして活動しているクラブを紹介します。 

＜中止になった行事＞ 

☆全国反核平和マラソン・7／24（金・祝）～ 

 被爆 75年に合わせ、福島県庁からスタート予

定だった『福島～長崎 1800ｋｍ反核平和マラ

ソン』は、中止となりました。ご協力いただいた

自治体、団体のみなさまに感謝申し上げます。 

宮城県連盟の定期総会について 

             理事長 柿崎 勝 

 新型コロナウィルス感染拡大の影響により、４

月中旬に予定していた定期総会を一旦延期し、開

催の時期を検討してまいりました。しかし、その

後も感染の拡大や３密を避けるなど新しい生活

様式が求められる中で、開催の見込みが立ちませ

んでした。コロナ禍でも、連盟の活動や決算状況

を皆さまに報告する必要があることから、理事会

で協議した結果、第５４回定期総会は開催せず、

資料を各代議員に送付する「紙面総会」とするこ

とに致しました。何卒ご理解頂きたく存じます。 

 また、６月以降、県内でもコロナ感染者が増加

してきたことから、予定していた行事の延期や中

止もございます。その都度、告知していきますの

で、何卒ご了承ください。 

各クラブでは、様々な工夫をしながら活動を再

開しているところもございます。皆さま、日々十

分に気をつけながら、できることから始めていき

ましょう。 

定期全国総会はオンライン開催に 

全国連盟では、コロナの影響で延期していた

第３４回定期全国総会を、８月２３日（日）に

オンライン会議という形で開催することにな

りました。内容については全国連盟通信か次号

のスポーツ文化でご報告します。 
 

全国スポーツ祭典は中止 

～次回は２年後の 2022年開催～ 
 

 2020 年秋から関東ブロックを主管に開催

を予定していた「第 33回全国スポーツ祭典」

は、コロナの感染状況を考慮して、16種目の

総合競技大会としての取り組みは中止となり

ました。ただし、今後の状況によっては、各種

目組織が個別に判断して全国的な大会や交流

大会などを開催する場合もありますので、全国

種目組織の案内をご参照ください。 

 次回のスポーツ祭典は、２年後の 2022 年

に開催予定です。 

 また、この企画に替わり、新たな企画があり

ます（詳細は３面）。 

☆宮城水泳競技大会・11／3(火・祝） 

 セントラルスポーツ宮城G21プールのサブ

プールで予定していた水泳大会は中止としま

した。参加予定の方にはお詫び申し上げます。 

2020チャレンジ 

1800km公式 Tシャツ 
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7月 26日（日）、時折、雨つぶの落ちる

天候のなか、第 35回反核・平和マラソンを

開催しました。今年は新型コロナの影響で、

一旦は開催を断念しましたが、日程を変更

し、感染予防対策をとって開催にこぎつけま

した。参加者は例年より少なかったものの、

ランナー、スタッフ総勢１１名で、泉区役所

前広場から青葉区の勝山公園までの約７キ

ロを、核兵器廃絶と平和の大切さをアピール

しながら走りました。 

 蒸し蒸しする暑さで体力が奪われていく

中、車やバイクからの声援や、遠くから手

を振り走るランナーなどに励まされ、無事

にゴールできました。 

参加者からは、「今年はコロナで開催でき

ないと思っていたが、参加できて良かった。

来年に繋げてほしい」「（高齢のため）あと何

年、参加できるかわからないが、走れるうち

は参加したい」などの声が寄せられました。 

途中の休憩所として利用させていただい

た民商の会長も激励に駆けつけてくれまし

た。来年はもっと多くの人に、安心して参加

してほしいと思います。 

（お母さんランナーズ 脇本ひろみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スタート前にランナー・スタッフ一同で！） 

被爆 75年！ 

みやぎ反核・平和マラソン 

 

 

金剛沢市有林恐竜山を歩く 
        ～あしがる会 6月例会～ 

 

あしがる会は、４・５月例会をコロナ禍の影響

で中止していましたが、６月１７日から再開し

ました。 

八木山動物公園駅から金剛沢仙台市有地内の

恐竜山目指し、３密に注意しながら３８名で歩

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恐竜山は八木山小の生徒が、恐竜が寝そべっ

ているように見えることから命名した山で、恐

竜とは関係のない山です。コースはアップダウ

ンの多い地形にもかかわらず、全員体調を崩す

ことなく無事歩き切りました。 

なお、ウォーキングと関係ありませんが、上空

に白い球体がふわり。未だ、謎の物体でウォーク

終了時にも空に浮いておりました。 

（あしがる会 菊地剛輔） 

（いざ、恐竜山へ！） 

（恐竜山頂上にて） 
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自然が息づく森林浴を楽しむ！ 

         ～ 台原森林公園 ～ 

 

 

 

2020 年６月 14 日、「台原森林公園散策」に

３０人で行って参りました。「３ヵ月ぶりのウォ

ーキングに、みなさん元気にお会いできてうれし

いかぎりです」との声もかかり元気に歩き出しま

した。 

 台原森林公園は、「明治 100 年記念として

1973 年４月に開園した広さ約 60 ヘクタール

の公園」、「自然がそのまま息づいている大都市の

真中“こんな大自然が"と思う憩いの森」と紹介さ

れています。 

 様々な木々にかこまれた「森」、森をゆっくり

のんびり、「茉莉花（マツリカ）や「牧歌」の彫刻

や、花を咲かせたスイレンの池などを見ながら園

内の森の中をウォーキング、野鳥や昆虫を身近に

感じながら森林浴を楽しむことができました。    

（仙台ウォーキングクラブ 熊谷正治） 

#チャレンジ 1800km 

反核平和マラソン 実施中！ 
 

被爆 75 年の今年、「スポーツは平和ととも

に」をスローガンに、福島から東京、広島、長

崎をつなぐ反核平和マラソンを実施する予定

でしたが、新型コロナ感染防止のため、今回は

個人でピースランを投稿して 1800km を目

指すという方式で平和マラソンを実施してい

ます。 

☆7 月 31 日現在 1110km 

岡山県岡山市・益野交差点駅付近を走って

います。 

期間：2020 年 7 月 5 日～8 月 9 日まで 

コース：自宅周辺など自由に走ってください 

参加費：無料 

参加方法：皆さんが走った写真や動画、走っ   

た距離をSNSに投稿またはメールで送って

下さい‼ 下記のＴシャツもぜひ❣ 

≪反核平和マラソンＴシャツのお知らせ≫ 

サイズ：S M L LL ポリエステル 100％ 

カラー：エメラルドグリーンのみ 

1 枚 1,000 円（送料１枚につき 100 円） 

申し込みは下記より ※デザインは１面右上 

https://njsf.shoppro.jp/?pid=151957393 

 

仙台ウォーキングクラブ 

    2020 年度行事予定 
 

8 月 23 日(日) ［ＪＲ］徒歩約 3 時間 

 水と緑のいこいの森・サイカチ沼！ 約 9 ㎞ 

9 月 20 日(日) ［ＪＲ］徒歩約 3 時間 

 ｺｽﾓｽ 30 万株・松山町御本丸公園！ 約 6 ㎞ 

10 月 18 日(日)［地下鉄］4 時間 

 金剛沢治山の森へ！ 約 8 ㎞ 

11 月 1 日(日) ［ＪＲ］所要時間 4 時間半 

 紅葉の扇谷から表松島を見る！ 約 8 ㎞ 

11 月 22 日(日) ［ＪＲ］所要時間 5 時間半 

 川渡の美豆・白糸・小黒ヶ崎！ 約 10 ㎞ 

12 月 13 日(日)［地下鉄］徒歩約 2 時間半 

 八乙女駅から七北田川沿いのｳｫｰｸ！ 約 6 ㎞ 

2 月 14 日(日) ［ＪＲ］徒歩約 2 時間半 

水辺と自然林が美しい与兵衛沼周辺！ 約8㎞ 

3 月 28 日(日) ［ＪＲ］徒歩約 2 時間半 

 伝説と信仰の蕃山へ！ 約 6 ㎞ 

4 月 18 日(日) ［ＪＲ］徒歩約 2 時間 

 かくだ菜の花ウォーク！ 約 6 ㎞ 

5 月 16 日(日) ［ＪＲ］徒歩約 2 時間半 

 青下貯水池・ダム包む緑のトンネル！ 約 4 ㎞ 
 

※参加申し込み、問い合わせは 日下 まで 

   連絡先 ： 090-7069-3118  

https://njsf.shoppro.jp/?pid=151957393
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編 集 後 記 

新型コロナウィルスの感染拡大から約半年、こ

れまでの生活が一変しました。各種行事の中止、と

りわけ、中学・高校生で最後の大会に出られなかっ

た方たちは、さぞ無念な思いをしたことでしょう。

それでも、これまで目標に向かって取り組んでき

たことは、決して無駄にはならないはずです。しば

らくはウィルスとの“共存”が続くと思われま

す。感染防止に十分気をつけ、一人ひとりが「自分

と大切な人を守る」ことを意識して生活していき

ましょう。最後に、7月 30日に福島県郡山市で発

生した飲食店の爆発事故により、反核平和マラソ

ンで休憩所になる予定だった桑野協立病院の建物

に被害があったとの報道がありました。心よりお

見舞い申し上げます。 （編集担当：脇本ひろみ） 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 今後の企画 】 

○８月９日（日） 一切経山・吾妻へ  

 （1949ｍ、ハイク中級、歩行時間５時間） 

 集合時間・場所：９時、浄土平駐車場 

 予定コース：浄土平～一切経山～酸ガ平～ 

   鎌沼～東吾妻山～景場平～鳥子平～浄土平 

○９月 13日（日） 月山 

○10月 12日（月） 東栗駒 中央コース 

○11月 28日（土）～29日（日） 

 「宮城労山 登山学校」 

  ・28日：宮城蔵王自然の家で机上講習会 

  ・29日：後見ゲレンデで雪上実践講習会 

○12月 5日（土） 石巻ハイキングロード 

                （上品山） 

問い合わせ先：大友津代（090-4052-6549） 

ハイキングクラブ結成プレ企画 

～みやぎ蔵王刈田岳ハイキング～ 

 

初夏のさわやかな季節、みやぎ蔵王刈田岳周

辺を歩きました。 

6月１２日（金）、連盟員６人、連盟員外３人

計９人の参加でした。労山県連盟から、赤間さ

ん、橋田さんにコースの案内をお願いしました。 

仙台市内出発時は３２度の季節外れの猛暑で

したが、なんと刈田岳周辺は時折風と霧で２０

度以下に。長袖に防寒類も必要なほど。コース

は大黒天から刈田岳、馬の背コースで熊野岳へ

の往復。途中、霧が晴れ真っ青な水をたたえた

雄大なお釜が現れると一同に歓声が。皆さん、

爽やかな風を受けて稜線歩きを楽しみました。 

これからのクラブの課題としては体制、会費、

山行レベルなどの検討。そして当面の山行予定

計画を立てることです。皆さんのご意見要望な

どを出し合いながら進めていきます。 

どうぞクラブへのお誘いも引き続きお願いしま

す。          （担当 大友津代） 

                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（お釜を背に！） 

「大きな山は、ちょっと不安、でもまだまだ楽しく歩きたい」「山や自然の知識も知りたい、覚

えたい」。そんな方にぴったりのクラブの結成を目指し、準備会が発足しました。登山 

よりは気軽に、ウォーキングよりはハードに自然の中を歩きたい方、大募集中！！  

年内の企画も立てました。興味・関心のある方は、企画に参加してみてください。 


