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「大きくなろう

萩原

純一

スポーツ連盟」

6 月 27，28 日の 2 日間にわたって全国連盟主催の「組織拡大全国交流会議」が豊島区立生活産業プラザで開かれました。会議では、
「経
験と情報の共有化」
「種目・地域を越えた運動化」を主なテーマに、各地・各種目の報告と討論が行われました。また、都道府県連盟と種
目組織の具体的な相談や、機関紙・ホームページづくりの講義なども行われ、実践的な会議となりました。

組織拡大全国拡大交流会議報告テーマと分科会
基調提案

北川登全国連盟スポーツ活動・組織局長

〜組織拡大全国交流会議に
出席して〜

報告１「岩手県連盟結成にかけた情熱と組織化の手法を聞く」
伊藤司男岩手県連盟理事長

東京都連盟理事長

報告２「都道府県における種目組織間協力をどう生みだしたか」
吉成克実神奈川県連盟事務局長

萩原 純一

報告３「卓球の『出前大会』のコツと卓球協を作る上での課題」
岩波道子全国卓球協副運営委員長
分科会１
第 1 分科会

団体種目の組織拡大の可能性を広げる取り組み

第 2 分科会 都道府県連盟がスポーツ愛好者に対して果たす
第 3 分科会

みなさん、日ごろの活動の中で、施設の不足にイライラ
を募らせていませんか。東京都の公共スポーツ施設の数は、

役割

人口比で「全国４６番目」
。これでは、スポーツ施設が確保

次世代を担う人材育成方法

できないのも当たり前です。せっかく参加申し込みをして
くれた愛好者に、心苦しくも「お断り」をせざるを得ない

分科会２
第 1 分科会

都道府県と種目組織の交流と相談コーナー

ことは残念でなりません。スポーツ施設の整備充実は、東

第 2 分科会

ホームページの立ち上げ、更新を維持しよう

京で活動をする私たちにとって、解決しなければならない

第 3 分科会

アピール抜群の宣伝物の作り方をプロに学ぶ

根本的な問題点の一つです。
また、「こういう取り組みをすればもっと要求に応えられ
るのに」と思いながらも、運営体制の面で手が回らないと
いうことはありませんか。様々な要求に応えるために、ス
ポーツ愛好者自身が運営役員となって、工夫に満ちた取り
組みを行うことは、スポーツ連盟の歩んできた歴史そのも
のです。
このような状況のもと、これまで続けてきた取り組みを
継続しつつ、少しでも多くの人により良いスポーツ活動を
楽しんでももらう努力をする一方で、あまりの活動量の前
に、新たな仲間を増やすことへの力が注がれないままに活
動を進めているということがないでしょうか。多くの愛好

会場での報告の様子

者の要求に応えること、新しい仲間を増やすこと、取り組
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みの中心となる組織の担い手

卓球大会（１９６３年）の優勝者であったことも、また劇

を増やすことは、すべてつな

的な出会いの一つのとして紹介されました。その後の県連

がっているものですが、どれ

盟結成までにたくさんの討論を重ねて、県連盟を結成する

か一つに取り組んでいれば自

までに費やした労力が大きいことを私たちの活動に引き寄

動的にすべてがうまくいくと

せて考えなければならない教訓があると感じました。

は限らないものです。

また、今回も積極的な活動として報告された全国卓球協

全国連盟はこの間、「多様

の「出前大会」の取り組みは、その努力に頭が下がる思い

で魅力あふれるスポーツ活動

であることと同時に、岩手県連盟の結成にもつながる計画

とその組織化」という組織拡

的で明確な方針をもった活動として、大変参考になるもの

大の方針を掲げています。こ

でした。

伊藤司男岩手県連盟理事長

の方針を裏返して考えてみる

神奈川県連盟の吉成事務局長からは、県連盟理事会が一つ

と、多くの愛好者が集まる運動体であるからこそ、多様で

になって、ランニングをはじめウォーキング、三浦遠泳大会、

魅力あふれるスポーツ活動が行えるということになるので

ファミリースキーなどの企画を進めている様子が紹介され、

はないでしょうか。つまり、より多くの愛好者の要求に積

種目を越えた共通認識でさまざまな困難を乗り越えて進め

極的に応えていくために、私たちの主体的な力を大きくす

ている様子が、スクリーンいっぱいに紹介されました。東

ることを呼びかけているのです。

京都連盟では、加盟組織が大きくなって自立していく中で、

スポーツ連盟の運動は来年で４５年を迎えますが、「万人
の権利」の基本理念を掲げて始まった運動は、今、確かな

「種目の違いを超えた協力体制」は少し影を潜めていますが、
ヒントを与えてくれました。

輝きをもって多くの愛好者から期待を寄せられています。
だからこそ、来年３月までを目標として「１０万人の連盟」

都連盟に加盟する１０種目組織と６地域組織が既存の取

実現をめざす運動を成功させ、新日本スポーツ連盟を一回

り組みをますます元気よく発展させる中に、組織を大きく

り大きく成長させることを、みなさんにあらためて呼びか

できる要素があると考えるか、それとも、まったく新しい

けます。

取り組みにチャレンジする中で組織拡大の「素材」を発見

今回の組織拡大全国交流会議は、各地・各種目の積極的

するのか。一歩下がって組織の活動スタイルを改善し、元

な取り組みに対する愛好者や既存団体などの期待が大変大

気な活動を再生させる中で組織を大きくするということが

きいことと、これらの声に応えれば飛躍的な発展は実現可

必要な組織もあるでしょう。繰り返しになりますが、
「多く

能なことを感じさせてくれる会議となりました。そして、

の愛好者の要求に応えること、新しい仲間を増やすこと、

そのための具体策、ヒントに満ちた会議でしたので、みな

取り組みの中心となる組織の担い手を増やすこと」の３つ

さんにその一端を紹介したいと思います。

について、みなさんの勇気ある活動の点検をお願いいたし
ます。そして、まずは１０００人の新しい連盟員を東京都

「組織拡大全国交流会議」は、
全国各地から約６０名の方々

連盟に迎えることを掲げて、各組織が５０〜１００人を増

が２日間にわたって熱心な討論を進め、現在の活動の中に

やす、あるいは１０％増をめざすために努力することにつ

必ず組織を増やすことができる芽があることを、何度も何

いて、組織的な合意をつくることをよびかけます。

度も確認した会議となりました。
会議の中で最も注目を集めたのが、岩手県連盟の結成の
話でした。全国で２５番目の県連盟の誕生です。県連盟が
結成されたことが、東北岩手県のスポーツ界に大きな変革
をもたらしたことへの衝撃と、その変革を生んだ過程がな
んと感動的だったことか。物語は、２００６年８月に全国
卓球協が出前大会として岩手県大会を開催し、そこに長い
間、岩手県の卓球協会の県役員をやっていた伊藤司男氏（今
会議の報告者）が顔を出したことから始まったのです。そ
の後、全国卓球協と伊藤氏を中心とした奮闘によって、岩
手卓球協が誕生し、すでに連盟組織があったスキーや登山、
野球の仲間とともに、県連盟の結成に至ったのです。県連
盟の理事長となった伊藤氏は第１回全国青年スポーツ祭典

分科会の様子

−2−

東京

第１４回

「核兵器廃絶、
9 条守ろう」の願いを笑顔でアピール！

！

い
ださ

く

加
ご参

、

ぜひ

楽しく元気にアピール
３カ所をスタート－ゴールは代々木公園！
2009

８月１日 (土)

北区役所
代々木公園
けやき並木

参加費

夢の島公園

2,000円

(平和募金１００円含む)

大田区役所
出発時間（予定）
夢の島公園―午前 10 時
北区役所前―午前 11 時
大田区役所前―午前 10 時 30 分
※出発時間の 30 分前には集合してい
ただくようお願いします。

全コースとも午後 2 時到着の予定
☆ 1 区間だけの参加も大歓迎です。2
〜 3 キロ毎に給水も行います。途中の
区間を伴走車に乗る事もできます。

私にとっての魅力はこれ！
「平和に対する熱い思い」を走りな
がら訴えることができることは素晴
らしいことです。
（60 代男性）

参加者のメッセージ

こんな思いで走ります！

今年も歌いながら走ります。うまい

沿道からの声援が嬉しい。反核・平

ビールと平和に向かって…

和の世論を広げていると実感できま

（40 代女性）

す！（20 代男性）

−3−

[OUR

SPORTS・この人に聞く第 9 回 ]

東京サッカー協議会・会計担当

金沢

陽

さん

「苦しい時こそ教訓を引き出し、成長できるチャンス」
☆：新日本スポーツ連盟の事はいつど

ても、その時々楽しんで終わってしま

のように知ったのですか？

う。非常に惜しいなと感じています。

金沢：大学に入学してすぐに、地元で

☆：今後、どのように活動を発展させ

サッカーチームを結成して、体育協会

ていこうとお考えですか？

の主催していた地域のリーグ戦に参加

金沢：まずは運営の質を高めていきた

したのですが、運営の仕方が気に入り

いですね。きちんと連盟費などを納め

ませんでした。試合日程を勝手に決め

てもらう。そうすると、やはり運営に

られてしまうのでメンバーが集まらず

も意見を出すようになります。そして

試合に出場できない事もありました。

審判員をきちんと確保することです。

そんな時、東京サッカー協議会初代会

1 チーム最低 3 人は協議会公認の審判

長の吉田博さんに誘われ、東京サッ
カー祭典に出場しました。そして、選
手が主役で、誰もが楽しめる事を考え、
「組織（クラブや、チーム）施設、指

員資格を取得してもらい、研修会など

プロフィール
1952 年 生 ま れ。56 歳。 東 京 都 出 身。
東京オリンピックでサッカーのチケッ
トが手に入ったので見に行ったのが

を年間通じて行い、質を高めています。
公平な試合運営が行われることが、魅
力になり、参加が広がると考えます。

導者」の 3 つを増やし、大事にすべき

きっかけでサッカーに興味を持ち、中

だという方針に深く共感し、東京サッ

学生からサッカーを始める。

てきた専門部や委員会への参加を、積

カー協議会に加盟しました。

サッカークラブ「ういんどう ʼ Ｓ」所属

極的に要請するようにしました。最初

趣味は歴史・美術鑑賞

はあまり乗り気でなくても、一度みん

元来、体育協会のやり方には違和感
を覚えていました。競技ができる環境

さらに、今まで「自主的に」と任せ

なで集まれば、そこにはサッカー好き

を整備して競技人口を増やせば、レベ

仲間を広げる、そして技術の向上をは

の仲間が集まるわけです。参加してみ

ルが上がっていくはずなのに、企業

かるなどの努力を重ね、最大で 44 チー

れば、居心地良く感じてもらえてるよ

チームばかりに金を出し、一般のクラ

ムが在籍するほどになりました。全体

うで、ほとんどがその後も定着してい

ブチームを応援する姿勢は全く見られ

的なサッカー人口、クラブ数も増え続

ます。そうして全体的に自分たちの組

ませんでした。

けました。しかし、施設数が競技人口

織を自分たちで支えようという意識を

☆：東京サッカー協議会ではどのよう

に比べ全くと言っていいほど増えませ

育てられれば、最大の懸案である、グ

な活動をされてきたんですか？

んでした。そして 1993 年のＪリーグ

ラウンド確保にも、各クラブが積極的

金沢：大好きなサッカーを楽しむため

開幕を機に急激に競技人口が増えたこ

に足を踏み出してくれると思います。

に、力を合わせて活 動をしてきまし

とが影響して、グラウンド確保が極め

今までもチーム数が減ったり、苦しい

た。まずは年間 10 試合、コンスタン

て困難になりました。そのためリーグ

時こそ教訓を引き出して、持ち直して

トに試合ができるようにリーグ戦を行

戦の開催が難しくなり、チームの数も

きました。今度も必ず苦しい時期を乗

うのが基本です。同時に各地から勝ち

減少してしまい、現在は 20 チームほ

り越えていきますよ。

上がったチームによる全国大会の予選

どに減ってしまいました。残念ですが、

として東京スポーツ祭典があり、そこ

「サッカーという競技を定期的に楽し

から、リーグ戦開始前に腕試しにトー

みたい」という要求に応えきれていな

ナメント戦を行いたいという声が出

いというのが現状です。

て、春季トーナメント戦を始めました。

最近では経済不況の影響で継続的に

最近ではミニサッカーにも手を広げ、

リーグ戦などに参加する事が困難にな

フット・ア・セット（※）の大会も全

り、脱退、解散してしまうチームもあ

国に先駆けて開催しました。

ります。また、組織化されることを

また、そのために、組織化を進めて

敬遠するような風潮があるようです。

きました。運営上のルールを決める、

オープン形式の試合には参加してくれ
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（聞き手―編集委員・渡辺）
※フット・ア・セットとは？
ＦＳＧＴ（フランス労働者スポーツ・体操
連盟）考案の 7 人制サッカーでコートの大
きさはサッカーの半分。スライディング等
は禁止。オフサイドもありません。また、
線審も含め審判がいない相互審判制なの
で、反則をしたら自ら名乗り出る、問題が
起きたら話し合いで解決を図るなど、フェ
アプレー精神を育むことにもつながりま
す。 ☆詳しくは「スポーツの広場」2009
年 7・8 月号をご覧ください。

東京都連盟
ＮＥＷＳ
地元の方も驚くほどの素晴らしさ
〜東京ウォーキングクラブ 6 月例会

過去最大の参加者が集まる

試合方式も形式も人気です

〜第 34 回ふれあい赤羽駅伝

〜第 11 回綾瀬オープンレディース
トリオマッチ卓球大会

6 月 7 日、猛暑の中荒川河川敷のラ

6 月 25 日（ 木 ） に 行 わ れ ま し た、

ンニングコースにおいて楽しく、そし

綾瀬オープンレディーストリオマッチ

て賑やかに行われました。東京春季ス

卓球大会も今年で 11 回目を迎えまし

ポーツフェスティバルの一貫として開

た。2 人の団体戦「ペアマッチ」から

催するようになって今回で 6 回目で

この 3 人の団体戦「トリオマッチ」が

す。東京ランニングクラブと北区連盟

誕生し、その後さらに 4 人の団体戦

の共催という方式で、力を合わせて奮

「ハッピーカルテット」がうまれまし

梅雨に入り、天候が心配されました

闘してきたこともあり、年々参加者が

が、太陽が照り付ける月例会でした。

増えてきています。共催前は 100 チー

レディースの大会はほとんど東京体

今回は、六月二十日、京王線の高幡

ムほどだった参加チーム数も今回は過

育館で行われていますが、このトリオ

去最多の 254 チームとなりました。

マッチは唯一東京武道館で行われてい

不動駅に２４名が集りました。コース

た。

は、多摩動物園の外周を回り、最後に

優勝は男女とも赤いユニホームで

高幡不動尊のアジサイを見ながら解散

「赤ユニ軍団」と称される石川眼科チー

神奈川、茨城と、他県のクラブチーム

となりました。緑の木々をわたる風は

ムで、女子は 2 連覇を達成しました。

の参加申し込みも多く、毎年お断りを

気持よく汗ばんだ体を包み、心までさ

また、特別賞として、最多参加チーム

大量に出すような状態です。

わやかになりました。

賞、パフォーマンス賞、参加コメント

試合は 1 試合を 3 人で行い、1 番を

地元に住んでいる会員のＫさんは

賞の３つを設けています。最多参加

ダブルス、2 番 3 番をシングルスで行

「動物園まではよく来ましたが、すぐ

チームの「浦和駄馬の会」には、「駄

い、ダブルスに出場した人は 2 番のシ

そばにこんな素晴らしいコースがある

馬」にちなんで、大量のニンジンとい

ングルスには出場できません。全試合

なんて知らなかった」と感激していま

うユーモアにあふれた賞品が贈られま

を同じ 3 人で戦っていきます。

した。遠くに多摩川と連なる住宅街を

した。

見ながら緑の小道を歩く感動は又格別
です。

るレディース大会です。埼玉、千葉、

4 チームでリーグ戦を行い同順位

大会運営員の藤野さんは「この駅伝

トーナメントを行う試合形式というこ

大会を楽しんでもらうために、工夫を

ともあり、人気をよんでいます。毎年

初めての方の参加を歓迎していま

重ねてきました。今回からは、記録を

レベルも上がり、リーグ 1・2 部クラ

す。いつでも連絡して参加してくださ

自動的に測定するＩＣチップを導入し

スのクラブチームの参加も多く、ハイ

い。
「ウォーキングってこんなに楽し

たことにより、参加チームが多くなっ

レベルな戦いが繰り広げられています

い」と言っていた、荒井さんは自動車

ても瞬時に正確な記録が発表できるよ

ので、今後も発展が期待できます。

族でした。

うになりました。ただし、参加チーム

（東京ウォーキングクラブ会長 三浦 二郎）

が増えるにしたがい、コースが専有
でないため、他の利用者との接触事故
の防止などには、多くの人員が必要に
なってきています。北区連盟では他の
種目の方にも協力を呼びかけて、総力
をもって臨んでいます。これからも、
みなさんに満足してもらえるよう工夫
をして行きたいと思います。
」と述べ
ていました。
（編集委員・渡辺）
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（東京卓球協

目黒）

２−１で下して優勝。次回は１部でど

新規加盟チームの参入で活気！

こまで勝ち上がるか見ものです。

〜第 63 回 NJSF バドミントン

冷房などない熱いアリーナで、絶え

クラブ対抗戦

元気なクラブを増やして組織拡大を
〜東京都勤労者スキー協議会
総会報告

ず手足を動かしてさらに熱くなるバド
ミントン。他のスポーツの方も一度見

６月 21 日、新宿スポーツセンターに

バドミントン協議会は６月２７日

に来て欲しいと思います。直接見るバ

おいて、第 42 回東京スキー協定期総会

（土）
、大森スポーツセンターにて第

ドミントンはテレビでは味わえない若

が行われ、各クラブ代議員・理事・傍聴

さと迫力がありますよ。

者の約 70 名が出席しました。

63 回ＮＪＳＦクラブ対抗リーグ戦を

（東京バド協

開催しました。前回は本紙 3 月号で掲

大野）

全国スキー協と東京スキー協は、今年
創立 40 周年を迎え、１週間にわたって

載されました。

開催された全国スキー協の記念行事「４０

今回は年度初めに近いこともあっ

周年ウィーク」には、全体で述べ７００

て、このリーグ戦にあわせて６クラブ

名が参加しました。東京スキー協と加盟

の新規加盟があり、２月の前回を上回

クラブは、「４０周年ウィーク」や、これ

る男女３３チームの出場で盛り上がり

にあわせて来日した FSGT 代表団とのク

ました。大会運営は地元大田区のＢ−

ラブ交流・歓迎会に取り組みました。

ＪＯＹ。新規加盟チームは最下位のラ

会員数では、会員増となったクラブ数

ンクから参入することになります。下

は増えていますが、全体では前年に比べ

の部で優勝すればワンランク上の部に

円陣を組む OVER BREATH のメンバー

昇格するシステムになっています。通

への参加を呼びかけて会員増につなげて
いるクラブ活動に学び、元気なクラブを

常下の部ほど実力は低いのですが、今
大会結果

回は最下位の部は全て新規クラブで、
大学やそのＯＢ達のチームも見られ、

男子１部

1 位日本ウエルネススポーツ

専門学校Ａ 2 位コスモＢＣ−Ｂ

年齢層が若くて強い選手が多い。新規

3 位ヤマなみんＣ 4 位Ｖｉｔａ−Ａ

チームの場合、例えば男子４部優勝の

5 位南の鉄人 6 位コーカーズ

スポーツ愛好会（東京直属）の実力は、

男子２部

どんどん勝ち進んで１部まで上がると

1 位ＯＶＥＲ ＢＲＥＡＴＨ−Ａ

らに活気づくでしょう。

男子３部

した。棄権落ちしていたＯＶＥＲ

Ｂ

2 位気分次第 3 位Ｌｉｎｋｓ
4 位Ｖｉｔａ−Ｂ 5 位Ｂｅｅｒ ʼ ｓ
男子４部

り組みや、地域に根ざしたクラブ活動に
よって、積極的に愛好者と会員を増やす

1 位スポーツ愛好会

総会討論では、各クラブの活動交流や

2 位一橋ＯＢ 3 位ＲＯＢＩＮＳ

ジュニア層への普及の呼びかけ、指導員

4 位Ｔ−ｒｉｓｅ 5 位Ｔ・Ｓ・Ｎ・Ｂ・Ｃ

養成や、より幅広い層のレベルアップを

女子１部

1 位ヤマなみんＣ

勝、次回は１部に戻るのでまたまた面

3 位コスモＢＣ
4 位日本ウエルネススポーツ専門学校
5 位Ｂ−ＪＯＹ 6 位Ｂｅｅｒ ʼ ｓ
女子２部

1 位Ｔ−ｒｉｓｅ

権しましたが、代わりに２部から繰り

2 位ＲＯＢＩＮＳ 3 位気分次第

上がったＯＶＥＲ

4 位一橋ＯＧ

ＢＲＥＡＴＨ（神

その他、山スキーや競技スキー、ウィー

ことが提起されました。

6 位新宿バード

2 位ＯＶＥＲ ＢＲＥＡＴＨ

勝のチーム・インパクト（埼玉）が棄

行事などを通して、活動が停滞していた

クデー行事など、会員の要望に即した取

1 位コスモＢＣ−Ａ

ＲＥＡＴＨ−Ａ（神奈川）は２部で優
白くなりそうです。女子１部は前回優

ンボリーなどの主催行事や、クラブ合同

います。

6 位Ｂ−ＪＯＹ

をかねて出場し優勝の座を奪い返しま

ニアスキー、東京競技大会、スノージャ

3 位Ｂ．Ｂ．Ｂ 4 位ヤノックス

も相当のようで、今後のリーグ戦はさ

（板橋）が、新任の片岡コーチが選手

ています。また、恒例となっているジュ

クラブが元気になるなどの成果も現れて

5 位日本ウエルネススポーツ専門学校Ｂ

日本ウエルネススポーツ専門学校Ａ

増やしていくことが組織拡大の鍵となっ

2 位ＯＶＥＲ ＢＲＥＡＴＨ−Ｂ

思われるほど。他の新規チームの実力

トップ争いも注目です。男子１部は、

７名減の 739 名となりました。広く行事

奈川）も同じくらい強い。しかしなが
ら結果は決勝でストレート勝ちしたヤ
マなみんＣ（練馬）が優勝。女子２部
は直前加盟のＴ−ｒｉｓｅ（多摩協）
が、昨年神奈川代表として全国祭典に
出場して新規加盟したＲＯＢＩＮＳを
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めざした行事などについて討論が行われ
ました。
（総会報告・討論より編集委員会まとめ）

都連盟理事会報告 第 3 回…6/13（日）、第 4 回…7/13（月）

第 3 回理事会

6/13（土）

第 4 回理事会 7/13（月）

子どもにスポーツをする機会をつくること、とりわけ「子どもの

・FSGT 子どもスポーツ

権利条約」を国内に普及することに力を入れているＦＳＧＴの活

フェスティバル報告

・BumB プール営業中止問題
・東京反核平和マラソン

動が報告されました。

・組織拡大全国交流会議
報告と討論

・都民生活要求大行動
・「OUR SPORTS 東京」の発行

・都民生活要求大行動要求提出

・組織拡大全国交流会議

・オリンピック東京招致関連

・FSGT「第 4 回子ども

・東京反核平和マラソン

スポーツフェスティバル」

・その他
「組織拡大全国交流会議」、東京反核平和マラソンについては本
号別記事を参照。

・FSGT フット・ア・セット

※「フット・ア・セット」については本号 4 ページ「OUR SPORTS・

代表団歓迎

・総会報告（北、中野、スキー）
・2010 全国スポーツ祭典

川県連盟理事長が新日本スポーツ連盟を代表してＦＳＧＴの「第
４回子どもスポーツフェスティバル」に参加しており、すべての

主な議題
・オリンピック東京招致関連

行うことを決定しました。６月には萩原都連盟理事長と石川神奈

この人に聞く」に掲載されている説明文を参照してください。

・「OUR SPORTS 東京」の発行

・オリンピック東京招致関連

( 井上 )
経過と予定

異議あり！ 2016 石原オリンピック連絡会（5/21,6/4）として、
東京招致問題についてまとめた冊子の作成と東京都（招致委員
会）及びＩＯＣへの働きかけについて検討が進んでいます。特に、
ＩＯＣについては他国の招致反対派との面会などが報道されてお

5/11 第２回理事会
5/16,/17 全国連盟理事会
5/21 異議あり！オリンピック連絡会（第 1 回）
5/24 北区連盟総会（井上）
5/27 都議会文教委員会陳情審査（BumB 問題、武蔵野の森）

り、東京招致に異議を唱える連絡会としても、ＩＯＣに働きかけ

5/28 中野区連盟総会（北川）

る重要性が討議されました。その結果、東京都への申し入れ、Ｉ

6/4

ＯＣへの文書送付、及び１０月２日のＩＯＣ総会にあわせて代表

6/11「OUR SPORTS 東京」編集委員会

団を派遣することとしました。都連盟としても１名を派遣し、派
遣募金等も行うこととします。

異議あり！オリンピック連絡会（第 2 回）

6/11 FSGT 子供フェスティバル壮行会
6/13 第３回理事会
6/15 第３回祭典事務局会議
6/16 異議あり！都庁記者クラブ記者会見
6/16 東京反核平和マラソン実行委員会（第 3 回）

・ＢｕｍＢプール営業中止問題
３月初めに天井からボルトが落下し営業中止となっているＢｕ
ｍＢ（夢の島・東京スポーツ文化館）について、陳情署名・議会
審査とその後の働きかけが行われています。

6/19 都民生活要求大行動実行委員会（第 1 回）
6/21 東京スキー協総会（北川）
6/25 東京自治フォーラム実行委員会（第 2 回）
6/27,/28 全国連盟組織拡大交流会議

特に、
「工事内容の検討中」とされたまま、営業再開に向けて
の動きが遅々として進まない状況は、プールで活動しているクラ

6/29 異議あり！オリンピック連絡会（第 3 回）
6/30 ＦＳＧＴ子供スポーツフェスティバル報告会
7/13 第４回理事会

ブ・都民に対する重大な責任放棄であり問題です。

7/18 全国スポーツ祭典実行委員会（第 4 回）
7/23 東京反核平和マラソン実行委員会（第 4 回）

・ＦＳＧＴ（フランス労働者スポーツ・体操連盟）交流

7/24 都民生活要求大行動実行委員会（第 2 回）

9 月 18 日から、ＦＳＧＴ（フランス労働者スポーツ・体操連盟）
の「フット・ア・セット代表団」が来日します。最初の３日間は
東京に滞在し、フット・ア・セットや交流を行う予定であり、都

7/30 異議あり！オリンピック連絡会（第 4 回）
7/31 東京自治フォーラム実行委員会（第 3 回）
8/1

第 14 回東京反核平和マラソン

8/10 第５回理事会

連盟としても東京サッカー協等と協力し、代表団の歓迎と交流を

編集後記
しとしとと降り続く梅雨の雲…にあまり出会わないうちに、猛暑の夏になりました。連盟事務所のある池袋にいると
ヒートアイランド現象の街を実感できます。高層ビルから排出される熱が一極集中の都会の空に集まり、夜１０時頃
になってから土砂降りの「夕立」
。東京都は、
「水と緑の東京」と言いながら、臨海部に高層ビルを乱立させ、東京湾
から都内に流れ込んでくるはずの風をせき止めてきた…そんな都政に対する怒りの声が都議選に現れたのではないで
しょうか。巨大開発と抱き合わせのオリンピック招致ではなく、
「庶民の生活向上とスポーツ振興」と一体となったオ
リンピック運動に取り組む東京都にしていかなければいけません。その道筋を知るためにも、東京都や都議会議員の
人たちに、生き生きとスポーツを楽しむ連盟のスポーツ愛好者の姿を直に見てもらう必要がありそうです。 （井上）
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都連盟スポーツカレンダー 2009 年 8、 ９月
都種目組織

期日

行事名

卓球協議会

8/1，9

第 18 回全国卓球選手権大会 年代別団体戦東京都予選

会場
上板橋体育館、中央区総合スポーツセンター

8/8，9

第 18 回全国卓球選手権大会

上板橋体育館、中央区総合スポーツセンター

一般団体戦東京都予選

８/10,11

第 12 回関東オープン中学生 ･ 高校生卓球大会個人戦

9/22,23

第 18 回全国卓球選手権大会 個人戦東京都予選

大森スポ－ツセンター

8/23

月例ランニング講習会

BumB・研修ルームＡ

9/5 ～ 6

検見川ランニング教室

千葉・東京大学検見川総合運動場

9/20

月例ランニング講習会

BumB（東京スポーツ文化館 研修ルームＢ）

水泳協議会

7/31 ～ 8/2

第 38 回東京海の水泳教室

館山海岸

テニス協会

9/6

オータムオープン

都立有明テニスの森公園テニスコート

9/13

第 46 回東京スポーツ祭典テニス大会

都立有明テニスの森公園テニスコート

バレーボール

9/22

第 46 回東京スポーツ祭典バレーボール大会

BumB

サッカー協議会

9/20

' ０９ミニサッカーフェスティバル

駒沢競技場

ウォーキング

8/22

善福寺川を源流まで歩く

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

9/27

真鶴半島を歩く

ＪＲ真鶴駅

期日

行事名

会場

8/2

第 47 回北区スポーツ祭典夏季シニアバレーボール大会

滝野川体育館

9/19

第 47 回北区スポーツ祭典バレーボール 予選男子・女子

滝野川体育館

9/13

第 47 回北区スポーツ祭典硬式テニス 女子ダブルス大会

新河岸コート

9/23

第 47 回北区スポーツ祭典硬式テニス 男子ダブルス大会

新河岸コート

8.2，16，30

リーグ戦

中央公園野球場、又は新荒川大橋野球場

9/6,20

リーグ戦

中央公園野球場、又は新荒川大橋野球場

サッカー

8/9，16，23

第 47 回北区スポーツ祭典サッカー大会

北運動場、荒川サッカー場

水泳

8/6、13，20

第 47 回北区スポーツ祭典水泳初心者教室

王子プール

ソフトボール

9/27

第 47 回北区スポーツ祭典ソフトボール大会

中央公園野球場

卓球

8/9

第 47 回北区スポーツ祭典プログレスリーグ卓球大会

滝野川体育館

ランニング

8/23

月例赤羽マラソン

岩淵堤防土手

9/27

月例赤羽マラソン

岩淵堤防土手

9/7 ～ 11/30

第 47 回北区スポーツ祭典太極拳初心者教室

王子小体育館

8/2，9，16

第 41 回練馬スポーツ祭典

土支田庭球場

8/22，23，29，30,9/23

第 21 回クラブ対抗団体戦

土支田庭球場

8/16，23

第 41 回練馬スポーツ祭典

光が丘体育館

卓球

8/29

第 41 回練馬スポーツ祭典卓球大会

練馬区立光が丘体育館

ソフトテニス

8/2

第 32 回ソフトテニススクール

高野台運動場（庭球場）

野球

9/6,21,22,23

第 41 回練馬スポーツ祭典

北大泉野球場

卓球

8/1，8

板橋スポーツ祭典卓球大会

上板橋体育館

テニス

8/9

男子夏季団体戦

加賀テニスコート

8/23

夏季中・高生大会

徳丸ヶ原公園テニスコート

8/30,9/6

板橋レディースバレーボールオープンリーグ大会

赤塚体育館

バレーボール

9/21

杉並スポーツ祭典

上井草スポーツセンター

バスケットボール

8/23

前期リーグ戦

新座市民総合体育館

9/23

前期リーグ戦

中央区総合体育館
中野体育館

ランニングクラブ

地域連盟・地域組織

東京武道館

集合

集合

北区連盟
バレーボール
硬式テニス
野球

太極拳
練馬区連盟
硬式テニス
バドミントン

板橋区連盟

バレーボール
杉並区連盟

中野区連盟
卓球
テニス

8/2

中野３Ｄ大会

9/26

中野スポーツ祭典・団体戦

中野体育館

8/3，17，24，31,9/28

テニス教室Ａ・Ｂコース第２期

中野体育館

8/7，20，27

テニス教室Ｃ・Ｄコース第２期

中野体育館

9/3,10,17,24

テニス教室Ｃ・Ｄコース第 3 期

中野体育館

テニス教室Ｅ・Ｆコース第 2 期

哲学堂テニスコート

8/9

第 40 回 江戸川オープン MIX ペアマッチ卓球大会

江戸川スポーツセンター

ランニング

9/13

月例多摩川ロードレース

多摩川・国立ランニングコース

バドミントン

9/21

第４６回東京スポーツ祭典多摩

8/6, 20, 27
9/10,17,24
江戸川卓球協議会
卓球
多摩地区
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バドミントン大会

稲城市総合体育館

