スポーツは平和とともに！！
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今後私たちの生活は更に苦しくなっていく

明けましておめでとうございます。本年もど

かもしれません。スポーツ活動の自粛を余儀

うぞ宜しくお願い申し上げます。
２０２０年は新型コロナウイルスの影響で

なくされるかもしれません。それでも私たち

世界的に大変な年となりました。東京五輪は延

は生きていかなければなりません。人類は幾

期となり、緊急事態宣言が発令され、経済が大

度となく困難を乗り越え現世に存在していま

きく落ち込みました。コロナウイルスは収束の

す。この困難な時代をきっと乗り越えられる

兆しが見えず、感染が著しく拡がっています。

と信じてゆきましょう。

昨夏、安倍晋三氏が退任し、菅内閣が誕生しま

２０２１年、皆さまにとって明るい年にな

したが、コロナ対策は相変わらず後手にまわ

りますように。心よりお祈りし、年頭の挨拶と

り、我が国を担う政権にはとても思えません。

させて頂きます。
（理事長 柿崎 勝）

東京五輪が中止、若しくは無観客での開催
か、最終的にはＩＯＣの判断になるかと思いま
すが、コロナウイルスの打開策を見出せない限
り中止にすべきと個人として感じます。

全国連盟では･･･

陥っているスポーツ界に広くはかることなく

「改正スポーツ振興投票法」反対を表明

決定された。

昨年 12 月 22 日、
「改正スポーツ振興投票法」

2）単一試合くじの導入は、射幸心の煽り、選手

が成立しました。これは、スポーツ振興くじ（い

による不正行為のリスクが大きくなる。

わゆるサッカーくじ・toto）の対象にバスケット

3）選手やレフェリーの八百長リスクを高めるだ

ボール B リーグを追加するというものです。スポ

けでなく、ネット上での誹謗・中傷にさらされ

ーツ連盟理事会は 1 月 8 日、この法律に反対を表

ることも懸念される。

明する文書を発表しました。

新日本スポーツ連盟は、フェアプレー精神を

主な反対の理由は、

育み、スポーツの楽しさを広げる立場から、これ

１）国のスポーツ財源の少なさには触れられず、

までもスポーツ振興くじには反対してきました。

安易に toto の収益拡大に頼るものであり、国会

※全文は、新日本スポーツ連盟ホームページ

でのわずかな審議や、さらにコロナ禍で困難に

https://www.njsf.net/zenkoku/news/
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東日本大震災から１０年の閖上
２０１１年３月１１日の東日本大震災
から間もなく１０年。未だ復興工事中の
場所もありますが、震災前まで新春マラ
ソン等を実施していた「名取市サイクル
スポーツセンター」が昨年１０月に再建
され、営業を再開しました。
現在、閖上地区の人の多くは名取川近
くにかさ上げされた土地に建設された復
興住宅等に住んでいます。日和山周辺に
2020.12.13 七北田・二住神社

は慰霊碑が建立され、犠牲者の名前も。
（連盟員であった「針生なみ子さん」の名
も刻まれております。
）これからは、被災

今日のウォーキング、楽しかったよ！

者に寄り添った、ソフト事業等が必要と
感じます。

（会長

菊地剛輔）

仙台ウォーキングクラブは昨年１２月１３日、
「
“み～つけた”七北田街道をあるく」を開催。
１０時１５分、地下鉄南北線・八乙女駅前を出
発し、善正寺～ニ柱神社～實相寺～浄満寺～七北
田公園～泉中央駅と２７人で歩いてきました。
参加者からは、「最初どうなる事かと心配だった
天候も徐々に良くなり、よかった」の声。
四百年前に造られたという街道沿いには、
「七北
田・市名坂の鎮守」といわれる二柱神社や善正
サイクリングコース前の階段（奥が建物）

寺、浄満寺があり、少し離れたところにある實相
寺には「赤穂浪士唯一の生き残りといわれ、僧と
なって諸国を行脚し、七北田の地で生涯を閉じ

震災１０年追悼行事

「メモリアルウォーク」開催

た」といわれる寺坂吉右衛門の墓と石碑などがあ
り、「歴史大好き」の富樫貞子さんのお話に、みな
さん熱心に聞き入りました。「勉強になったー」と
拍手をおくるなど、みなさん楽しそうでした。

地と震災ゆかりの地を歩きながら、追悼の
想いを胸に、震災の教訓を語り継ぐ企画で

ウォーキングは、泉中央駅前で解散。その後、

す。コロナ禍での開催ですが、感染防止に

泉中央の七北田川沿いにある総合公園・七北田公

配慮し行ないます。詳細は決まり次第、お

園で、太平洋をイメージしたような泉ヶ池を見な

知らせします。

がらの昼食を楽しんでいました。
（仙台ウォーキングクラブ

未曾有の震災からまもなく１０年。被災

日時：2021 年 3 月 14 日（日）
熊谷正治）
２

場所：検討中です。

トレッキングクラブ結成❕

鹽竈神社の門前町
塩竃市内を歩く
２０２０年１２月１６日（水）、「本塩
釜駅」に真冬並みの低温・雪にもめげず
２３名の参加で、鹽竈神社の門前町塩竃
市内を歩きました。
コースは、最初に東園寺（駒犬城跡）
次に「御釜神社」へ。神社前には旧ゑび
や旅館が（明治初期の建物）。鹽竈神社へ

昨年夏から会結成プレ山行の経験を重ねて１０月に
新しいトレッキングクラブを結成しました。

は、裏坂からで、明治初めまでは登り口
に法連寺があったが廃仏毀釈令により廃

会員は現在のスポ連会員の他、個人的つながりの

寺となりました。唯一残った勝画楼は工

方々で現在１０人。中高年になると健康に不安、少し

事の為、遠目で見学。近くには旧亀井邸

でも身体を動かさなくては、今まで見たことのない景
色も楽しめるトレッキングは一石二鳥、と入会されて

（現カメイ kk の創業者宅）はあるが休
館日の為スルー。

います。宮城労山（日本勤労者山岳連盟）のベテラン
お二人に協力と入会を頂き、新スポ連と宮城労山にも
加盟しました。
会結成記念山行は宮城、岩手、秋田の三県県境にま
たがる、秋は紅葉が素晴らしい栗駒山（1,628m）で
した。初夏は残雪とお花畑、秋は紅葉、山麓には温泉
と魅力あふれる山です。曇り空のイワカガミ平を発着
する東栗駒コースから中央コース。途中 100ｍ程の渡
渉を初体験。気持ち良い広い尾根道の東栗駒山頂から
傾斜がきつい栗駒山山頂へ。昼食後下山すると青い空

塩竃神社境内には、「撫で牛」が鎮座。

と絨毯のような素晴らしい紅葉の景色に一同歓声！

コロナ対策で、
「心で撫でてください、来

“山は初心者”と自認する皆さんも、いっぺんに山の

年は牛年よろしく」との表示。帰りは最

素晴らしさに魅了されたようです。近く入会を希望し
ている人もおり、引き続き会員を募集中です。

術館」へ。美術館では、コロナ対策で 2

問い合わせは大友へ（℡：090-4052-6549）
（みやぎトレッキングクラブ

大友津代）

班に分かれ鑑賞し、解散にしました。昼
食はそれぞれ豪華な食事をして帰ったと
思います。

＜次回以降の企画＞
○１月２３日（土） … 深山

古の参道「七曲り坂」を下り「杉村惇美

阿武隈山地、金華山など

の展望が楽しめる里山
○２月２０日（土） … 硯上山 雄勝町、牡鹿半島、南
三陸、奥羽山脈などの展望が楽しめる
○３月１０日（水） … 宮城蔵王すみかわ高原カンジキ
ハイク、カンジキ初体験
３

（あしがる会

菊地剛輔）

宮城県連盟の 2021 年行事予定
仙台初の『ビビチッタ』は
今年も中止します

○震災１０年追悼行事
被災地を歩く「メモリアルウォーク」
3 月 14 日（日）

場所は検討中

詳細は、決まり次第お知らせします。
○定期総会

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（ビビチッタ）
。昨年５月に仙台で

３月～４月開催予定

初めての開催を予定していましたが、コロ
○反核・平和マラソン 6 月中旬～下旬予定
○陸上競技大会

ナの影響で中止しました。
今年もコロナの感染拡大の影響で準備が

9 月中旬～下旬予定

整わないことから、中止とさせていただき
○水泳大会

11 月 3 日（水・祝）

ます。

お知らせ
石巻労山も実行委員会に参加している

スポーツ連盟宮城県連盟は昨年１１月、

「第３回石巻登山マラソン」開催

新型コロナウイルス感染拡大の影響により
新型コロナの影響で、昨年の大会は中止となり
ましたが、第３回大会は３月２８日（日）に開催
する予定です。
前回の申込者は、エントリー移行で参加できま

活動の自粛を余儀なくされたスポーツ団体
等を対象とした「スポーツ事業継続支援補
助金」を申請しました。

す。新規申し込みは、下記の通りです。

編 集 後 記

☆日時：３月２８日（日）８：30 スタート
☆場所：石巻霊園管理棟前スタート

新型コロナウイルスの感染拡大が止まり

※駐車場は石巻総合運動公園

ません。先日、路上でマスコミの「東京オリ・

☆種目と参加費：
・フル

パラを開催すべきか」を問うシール投票を依

…45km、制限８時間、6,500 円

頼されました。だいぶ悩んだ末に「再度延期」

・ハーフ …25km、制限６時間、4,500 円

を選びました。

・ショート…16km、制限４時間、3,000 円

その日は、スポ連付属のスポーツ科学研究

☆新規申込：２／７の緊急事態宣言終了後に告知
大会ホームページ

のオリ・パラのあり方を問うオンラインシン
ポジウムの日でした。佐伯年詩雄先生、和食

https://ishinomakitozanmar.wixsite.com
/ishinomakitozan/entry

所とオリ・パラ都民の会の共催で、これから

元会長のお話に納得しつつ、
『震災五輪』はど

より

こに消えたのか、の疑問も溶けた良い議論で
した。まもなく、3．11 から 10 年です。

※詳しくは、「石巻登山マラソン」で検索して
フェイスブックをご覧ください。

（編集担当：脇本ひろみ）
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※ メールでの発送希望の方は、
脇本まで連絡を！
hiromiwahaha@ybb.ne.jp

