スポーツは平和とともに！！
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『ＴＯＫＹＯ ２０２０』に思う
新型コロナウイルスが蔓延し、緊急事態宣言が発
令された中で TOKYO 2020 は無観客で開幕し、

でのメダル獲得に、疑問を感じる方もいると思いま

日本選手団は過去最高のメダル数を獲得しました。

す。それでも大会中は、選手の活躍が連日速報で伝え

この様な困難の中、今回のオリンピックはどの様な

られ、サッカー・野球・マラソンなどの競技はテレビ

意味を持っていたのでしょうか？中止や延期を求め

の高視聴率を記録し、観戦した多くの方が、興奮、感

られながら、IOC にあらゆる意味で屈した日本政府

動、時には悔しさも味わった事でしょう。これらの感

と JOC。選手及び大会関係者の安全を確保出来ない

情は、スポーツが人々に純粋に感動と勇気を届けて

事は明白でした。それでも選手の皆さんはオリンピ

くれ、盛り上げてくれる証でもあると思います。

ックに向けて練習を積み重ね、複雑な思いの中で大

当連盟は７月１６日、女子サッカーのグループリ

会が行われたことは私たちにとってスポーツの意義

ーグを宮城スタジアムにて有観客で開催することを

とは何かと考えさせられるものになったと思いま

独断で決定した村井宮城県知事に対し、コロナ感染

す。また、
「復興五輪」とは名ばかりで、大手スポン

拡大防止の観点から、少なくとも無観客とするよう

サーを優遇し、
“お金を得る為の五輪”とも言われま

要請しました（全文は次ページ）
。県民の命や健康を

した。開催は中止を！とする多くの声が上がったの

守る立場の知事が、感染拡大を懸念する一方でオリ

は当然です。

ンピックは開催するという矛盾したメッセージを発

選手の立場から考えると開催に踏み切ったのは間

することに異議を唱えました。

違いではなかったという意見もあります。四年に一

私たち新日本スポーツ連盟が、草の根の活動を通

度の晴れ舞台。その舞台に立つため、アスリートは

して平和とスポーツの要求に応えてゆく事を理念と

想像を絶する努力を積み重ねます。自国開催の利を

していることを、行動として示したものです。

生かし、他国の選手より恵まれた環境で調整出来た

改めて TOKYO 2020 を検証し、スポーツとは何

日本選手団。他国選手との練習環境の差など、競技

か、オリンピックとは何かを考える機会にしたいと

におけるフェアネス（公平、公正）に欠けていた中

思います。

定期総会について

（理事長 柿崎 勝）

全国連盟の事務所が変わりました

宮城県連盟の第５６回定期総会は、新型コロ

全国連盟・東京都連盟の事務所(※)が 2021 年

ナウイルスの感染拡大の影響から、昨年と同様

7 月に移転しました。新住所は下記の通りです。

に『書面総会』とすることにしました。
〒114-0014

また、議案書に記載の活動方針の行事予定の

東京都北区田端 1-24-22 山柿ビル３Ｆ

うち、下記のものは中止としましたので、お知

ＴＥＬ．03-5834-8721

らせ致します。

ＦＡＸ．03-5834-8723

◎９月２５日（土）

陸上大会

◎１１月７日（日）

水泳大会

※東京都連盟、全国勤労者スキー協、東京都
１

勤労者スキー協、東京卓球協と共通
（理事長 柿崎 勝）

大崎市岩出山を歩く

その後、伊達政宗が米沢から岩出山に入城
する際、計画し作られた用水路「内川」沿い
をウォーク（現在、世界農業遺産に認定）。そ
して、昭和３９年９月まで仙台の青葉城址に
あった「伊達政宗像」のある「岩出山城址」
に上り昼食。
昼食後は、岩出山伊達家家臣子弟の学問所
として使われた旧有備館に入館・見学後、解
散としました。なお、初参加の１名が会員に
なりました。

（
「内川」沿いを楽しくウォーク）

（あしがる会 菊地剛輔）
（
「
実
相
寺
」
の
階
段
を
下
る
）

８月 18 日、大崎市岩出山の有備館駅をス
タート・ゴールの約６ｋｍを、初参加２名を
含む２３名で歩きました。コロナ対策のため
マスク着用、熱中症対策で予定の距離を短縮
してのウォークとしました。
出発時は小雨でしたが、のち曇りの中、徳
川家康が大崎一揆を鎮圧するため４０日間
宿泊したという古刹の「実相寺」へ。

オリンピックの無観客を要請！
により、知事が組織委員会に直接連絡し「無観客」
— 宮城県連盟が村井知事に提出した要望 —

にすることが認められております。

新日本スポーツ連盟はこの間、２０２０東京オリン

宮城県で開催される予定のサッカー会場である

ピックを誰もが祝福できる平和と友好の祭典として

宮城スタジアムの場合は東京から新幹線でわずか

開催できるよう、各組織に働きかけてきました。しか

１時間３０分、その後多くの人は電車・バス利用して

し、新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延して

の移動となります。これらを考えると、北海道・福島

いる中で、「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な

が懸念したことと共通するものがあります。

社会の推進」をめざすオリンピック精神とは相いれ

宮城県内の感染者数は７月１３日に３０人、１４日

ないばかりか、公平・公正で選手第一の大会になら

には４１人と、増加傾向にあります。県民には不要

ないと危惧されています。このような背景のもと、「ス

不急の県外移動の自粛などを求める中で、１万人

ポーツ組織の自律」を重視するスポーツ団体とし

を上限とした観客を入れてのオリンピックは感染の

て、５月１７日には東京オリンピックの中止を求める

拡大を招きかねず、県民として認めることはできま

声明を発表しました。

せん。

東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は、

私たちは、コロナ蔓延のもと、県民の命や健康を

東京、埼玉、千葉、神奈川で行われる競技は「無観

危険にさらすようなオリンピックは今からでも中止せ

客」で開催し、北海道、宮城、福島、静岡は「収容

よ、との立場ですが、開催するのであれば最低限、

人数の５０％以内で最大１万人」と発表しました。し

東京オリンピックのサッカー会場である、宮城スタジ

かし、北海道、福島では、東京都などとの人の往来

アムを「無観客」とするよう、貴職から東京五輪・パラ

で新型コロナ感染拡大を防ぐことができないこと等

リンピック組織委員会に要請するよう要望します。

２

会結成もうすぐ１年、月１回の山行で四季の自然を楽しみ心身共にリフレッシュ
みやぎトレッキングクラブ

コロナ禍なので県内山行中心に、それでも季節を
感じる山行をと相談しながら活動しています。会結

広大なお花畑を訪ねる稜線歩き。猛暑の夏は標高

成から少しずつ会員も増え山行を通じて自然や山

1,700ｍ前後の蔵王縦走が一番。下界から一転の

への向き合い方、足腰を鍛えて体力維持向上、更に

涼風吹く心地良い稜線歩きで蔵王連峰一望の大パ

は日常生活のモチベーションにも効果を発揮して

ノラマを堪能しました。高山植物の名前を覚え可

いるようです。

憐な花々に感動し、道中の要所では地形図とコン

春から阿武隈山地の陽だまり散策、雪を踏みしめ

パスで位置や方向などのレクチャーもあり、回を

る初体験のカンジキハイク、ブナの深緑とニリンソ

重ねるごとに理解が深まっています。また、労山加

ウの大群落を訪れ感動、ヤマツツジの名峰で三陸海

入なので県内、東北、全国連盟ともつながり自然保

岸展望、宮城・山形県境の山頂では鳥海山、船形連

護や安全登山等についても学べる機会がありま

峰ほか 360 度の展望を楽しみ、初夏は高層湿原へ

す。先月は毎年恒例の県環境生活部主催で春はニ
ッコウキスゲなど沢山の花々が咲く栗駒高原世界
谷地高層湿原の保全作業にボランティアで参加。
労山をはじめ県内山岳、環境団体の皆さんと湿原
や植物を荒らすヨシを刈りました。汗だくになり
ながら環境保全活動の大切さを体感しました。
これからの秋は紅葉時季、錦秋に輝く山歩きが
楽しみです。会山行で非日常を体感しフレイル予
防で活力ある生活をしていきたいものです。山や
自然に触れてみたいという人、大歓迎です。
（大友 津代）

（６月 五葉山山頂で）

"自然林の中に緑地の広場"よかったよ！
８月 22 日、
「館山公園利府城跡散！」に１４人
で歩いて参りました。
館山公園利府城跡は、桜で知られる高台（標高約
90ｍ）の公園で、町並みを見渡す眺めもよく、公
園には、
「桜の園」
、
「東屋がある憩いの丘」
、
「四季
の広場」
、
「ふれあい広場・冒険の丘」など、自然林
の中に緑地の広場があり、なかなか素敵なところで
その後、永禄 13 年(1570)、留守家に入嗣(にゅ

す。

うし)した政景はこの地に移り、城名「村岡城」から

利府城跡は、鎌倉時代に留守一族の有力者であっ

「利府城」に改めたと紹介されています。

た村岡氏の館が築かれていましたが、永禄 12 年

霧雨が降る中、利府駅から小学校の裏山の方を登

(1569)、留守氏内部の家督相続問題が起き、留守
氏の血筋を守ろうとする立場にあった村岡氏と伊達

り、途中「館山公園に新名所が誕生」と紹介されて

正景（伊達晴宗の三男／後の留守政景）を養子に迎

いる「Ｊの木（杉の木）
」に、「すごいの見つけた」

え、伊達家の勢力下に入り、留守家安泰を図るべき

との声。「自然林の中の緑地がきれい、見晴らしも良

とする伊達派が対立しました。

く素敵な所ですね」と楽しんでいました。
（仙台ウォーキングクラブ 熊谷正治）

この時、村岡氏は村岡城（後の利府城）に立てこ
もり戦いましたが、敗れて滅亡しました。
３

広瀬川河川敷でピースラン

～ お母さんランナーズ ～

「スポーツは平和とともに」を合言葉にランニン

ここ河川敷は散歩する人、ジョギングする人

グを通して「核兵器廃絶」
「戦争反対」
「憲法 9 条守

が行き交う市民の憩いの場、お揃いの青い T シ

れ」をアピールしてきた「反核平和マラソン」は今

ャツは目立ちます。参加は３人と少人数でした

年で４０回目を迎えます（反核平和マラソン 2021

がすれ違う人の視線を感じながらアピールで

実行委員会）。

きました。これからも機会をつくって反核平和

今年は「広げよう！反核の流れを 届けよう！平

のアピールを続けて行きたいと思います。

和の声を」をスローガンに８月６日（広島平和記念

（大友・星・日下）

日）から９月２１日（国際平和デー）まで開催され
ています。コロナ禍の中、大勢のランナーが集まる

「反核平和マラソン 2021」開催中！

ことは困難だとして各自、少人数で平和を訴えて自
由に走り、その様子を LINE などの方法で投稿する

☆期

間 ：８月６日から９月２１日まで

参加形式となりました。

☆コース ：各地域・各自で自由に走ってください
☆参加方法：ライン・フェイスブック、ツイッター
のいずれかを追加またはフォローして、その写
真やメッセージを投稿してください。
☆参加費 ：無料
※公式グッズとして、Ｔシャツ、マスクがあります。
申し込みは
https://www.njsf.net/zenkoku/peacerun/
※詳しくは、全国連盟のホームページで

早速、我が仲間たちも反核平和マラソン公式 T シ

https://www.njsf.net

ャツを購入。LINE 公式アカウントに友だち登録を
して全国の仲間たちとつながりました。走る日程と
場所を相談し、8 月２８日(土)、都合のつくひと３

編 集 後 記

人がいつもの広瀬川河川敷で。この日は３１℃の猛

東京パラリンピックが終わりました。コロナの

暑、給水は自転車での伴走で安心。１時間半ほどア

真っ只中での開催には賛否両論ありましたが、こ

ピールランしました。

れまであまりパラスポーツを身近に感じてこな
かった人達もパラアスリートの頑張りに大きな

（オリジナル反核Ｔシャツ）⇒

声援を送ったのではないでしょうか。
特に『ボッチャ』は、可能な限りの体の機能を

お知らせ

活かし、鋭いコントロールでボールを操る姿には
“感動”の２文字ではとても言い尽くせません。

震災１０年追悼行事

スポーツ連盟でも、
「ボッチャ協議会準備会」を

「メモリアルウォーク」は秋頃開催予定

設立しましたが、このコロナ禍で県連盟としては

震災から１０年の今年、被災地と震災ゆかり

ほとんど活動できていません。障がいのある人も

の地を歩きながら、改めて追悼の想いと震災の

ない人も一緒に取り組めるボッチャ競技を広め、

教訓を語り継ぐ企画です。今のところ、秋頃に

街も心もバリアフリーを進ませたいです。
（編集担当：脇本ひろみ）

開催予定です。決まり次第、お知らせします。

場所は、震災遺構・荒浜小学校近辺です。
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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

