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７/27 東京出発！ 8/5 に広島、8/8 に長崎に到着！
東京〜広島〜長崎 1500 キロ
３月号でお知らせしたとおり、被爆

7/27 発

６５周年の今年「1500㎞東京〜広島〜

東京

長崎反核平和マラソン」が開催される

8/5 着
8/6 発

こととなりました。

広島

反核平和マラソンは１９８０年代か
ら各地でとりくまれてきた歴史があり
ますが、東京〜広島〜長崎をつなぐ
反核平和マラソンは、被爆５０年の

8/8 着
長崎

１９９５年に初めて行われ、２００５
年（被爆６０年）の２回目のとりくみ
を経て、今回の３回目となりました。
５月に開催されるＮＰＴ（核不拡散条

７／２７東京〜横浜（初日）に参加を！

約）再検討会議での大きな前進を期し

通しランナー・サポーターが東京を出発する初日に、東京のみなさんのご参加・

て、人類の未来を奪う核兵器をこの世

ご協力が必要です！１３日間の長丁場となる 1500㎞反核平和マラソンの初日と

界からなくすため、多くのみなさんの参

なる２７日（火）を東京のランナー・サポーターの力で大成功させましょう！

加でこの取り組みを成功させましょう。

（詳細は２Ｐ）

第 29 回新日本スポーツ連盟全国連盟総会が開催！！
29 回目を迎えた新日本スポーツ連
盟全国連盟総会が神奈川県の鶴見大学

3/13，14
鶴見大学講堂

期の活動方針や予算案が全会一致で可
決されました。

講堂において、開催されました。2 日

1 日目の後半では、新しい取り組み

間にわたる議事が行なわれた結果、29

として、新しい種目や地域の活動へ
チャレンジするための相互の相談会が
行なわれました。会場内のあちこちで
活動の拡大のための活発な議論や相談
が行なわれました。
また、第 28 回全国スポーツ祭典の
大会スローガンが参加者による投票

チャレンジ相談会での議論の様子

で、決定しました。 （５Ｐにつづく）

第 28 回全国スポーツ祭典大会スローガン

『フェアプレイでスポーツ文化の花咲かそう！』
−１−

吉成克実さん （全国連盟理事）

東京〜広島〜長崎 1500 キロ反核平和マラソン日程（案）

反核平和マラソンのススメ
Ａ

7/27：東京・夢の島〜横浜市役所

8/3：明石市役所〜瀬戸内市役所

7/28：横浜市役所〜箱根・芦ノ湖

Ｃ 8/4：瀬戸内市役所〜三原市役所

ブロック 7/29：箱根・芦ノ湖〜藤枝市役所

ブロック

7/30：藤枝市役所〜豊橋市役所
7/31：豊橋市役所〜大垣市役所

Ｂ 8/1：大垣市役所〜京都市役所
ブロック

8/5：三原市役所〜広島市役所
8/6：広島市役所〜防府市役所

Ｄ 8/7：防府市役所〜福岡市役所
ブロック

8/8：福岡市役所〜長崎市役所

8/2：京都市役所〜明石市役所

○問い合わせは実行委員会までどうぞ
（Tel：03-3986-5401

●競争ではなくアピールするのが目的
この反核平和マラソンは競走ではな

新日本スポーツ連盟全国連盟内）

1500㎞東京〜広島〜長崎反核平和マラソン 東京開催の概要
日

程

７月２７日（火）

く、東京から広島、長崎まで走ること

コース

都立夢の島公園→横浜市役所※１

によって、
「核兵器廃絶」と「平和」

参加費

2,000 円※２

をアピールするものです。それにより、

募集内容

１人でも多くの人に反核・平和の意識

※１東京日程の一部区間参加も大歓迎

を高めてもらう事が目的です。

です！

もっとも日本では全国の８０％以上

ランナー５０名、先導者、給水要員など※３

※２東京から広島、長崎まで走っても

の自治体が「非核自治体宣言」をして

同額！

いますから、そういう点ではすでに、

※３沿道での声援、給水への差し入れ

反核・平和の願いは日本国民全体の願

なども大歓迎！

いともいえる状況があるわけです。そ
ういうなかで、オバマ氏が登場した今

詳細は今後の実行委員会で決定します
給水はこまめにとり、体調管理には万全を尽くします

こそ、核兵器廃絶を一気に進める絶好
のチャンスを迎えました。こうしたと
りくみによって草の根の声と運動が広
がり、被爆国日本から世界に大きなイ
ンパクトを与えられるといいですね。

「東京」の反核平和マラソンもあります！
1500 キロ反核平和マラソンのスタート地になっている東京ですが、毎年

●スポーツは平和な社会でこそ

行われている東京反核平和マラソンも開催されます。一昨年からは北区役所、

なぜ私たちがこういう事をするのか

夢の島公園、大田区役所の 3 箇所から、ゴール地点の代々木公園まで都内を

と言えば、あたりまえのことですがス

網の目状に走るようにしています。最近では 100 名を超す参加者が集まり、

ポーツができるのは平和が前提条件だ

各コースとも、
沿道の方々に元気にアピールしています。こちらにもランナー

からです。また、スポーツは平和の文

として、サポートとして、みなさんの参加をお待ちしております。

化そのものですから、スポーツには平
和な社会のために貢献する力があると

1500 キロ反核平和マラソンと共に、
「東京反核平和マラソン」も成功させ
て、より一層核兵器廃絶、平和の気運を盛り上げていきましょう！！

思います。不朽のスローガン「スポー

第 15 回東京
反核平和マラソン

ツは平和とともに」を掲げて、多くの
みなさんの共感や応援を得ながらとり

2010 年 7 月 24 日（土）
予定

くみましょう。
自分の好きなこと（この場合ランニ
ングですが）をやって、平和に貢献で

参加費：2,000 円

きるのですから、こんな幸せなことは

4 月 6 日に実行委員会を立ち上

ありませんよね。

げ、詳細を決めていきます

−２−

東京都連盟
ＮＥＷＳ

念願の新規の団体戦の大会を開催
「練馬女子ダブルス団体戦」

●大好きなダブルスの機会をより多く
競技方法は、1・2・3 部にわかれ、

子団体戦テニス大会を 2 月に開催しま

5 人予選リーグの後、各順位トーナメ

は行ってきましたが、団体戦を新設で
きればとの思いから、ようやく今年度
「隅田川橋めぐり」

2 月 26 日、「隅田川橋めぐり」を開

ことも多々あります。

今年度から、新しく冬期団体戦・女
した。これまで秋に複合種目の団体戦

24 の橋のうち 12 番目までを踏破

それでも、この大会ではお断りを出す

から冬季ですが、開催することができ
るようになりました。
●団体戦は応援が熱い！

催し、赤羽水門から河口をめざし、会

チーム構成は 4 人から 6 人で、試合

員７名で歩きました。しかし、河口ま

形式は 3 試合中 2 試合先取勝抜けとし

で２５ｋｍの距離は健脚コースだと途

ました。同ペアで 2 試合は出られない

中で気がつきました。足立区あたり

と規則をつけました。募集チーム数は

で、堤防際の道がなくなり右往左往し

42 でしたが、告知が十分ではなく参

たり、迷子がでたりしましたが気楽な

加は 29 チームでした。２月７日、練

ウォークでした。

馬区土支田庭球場で大会を実施しまし

●お昼は高級料理に舌鼓♪

た。当日はあいにく朝から、風が強く

ント戦を行います。参加多数のリーグ
はゾーンに分割して行います。以前は、
4 人予選リーグでしたが、皆さんの大
好きなダブルスを１ゲームでも多くで
きるようにと思い、第 10 回大会から
5 人予選リーグを開始し、大変喜ばれ
ています。
●選手も運営に協力を
大会が参加者に喜ばれ、規模が大き
くなるに連れ、当日に運営する役員が
足らなくなる恐れがありました。そこ
で、2 位〜 5 位トーナメントに関して
は、選手の皆さんに、試合の進行から

昼は、都電通り、荒川警察署手前

て寒く、昼頃でも気温はあがらず、風

結果の記録まで運営をお任せする、フ

の素敵な「高級料理」？らしい割烹

は強くなり、テニス大会としてはコン

ロア運営という方式を行っています。

屋さんをみつけ、なんとランチ膳１，

デションが最悪でした。しかし、参加

この結果、運営人数の不足を補えるだ

０００円でお殿様気分の料理に大喜び

チームからは熱のこもった応援が最後

けでなく、時間の短縮、さらには選手

でした。

まで続き大変盛り上がりました。

皆さんの意識や責任感を持っていただ

●建設中のスカイツリーも見られました

●好評につきぜひ来年も開催を

くことになると思っています。これか
らも皆さんの協力を得ながら、良い大

全部で２４橋の内１２番目の言問橋

参加者からは、寒い季節だけれど女

で時間も迫り最後までは無理というこ

子だけの大会ができて嬉しいとの声を

とで、当日はそこまでにしました。対

多く頂きました。優勝は大学体育会

岸には建設が進むあのスカイツリーが

OB レベルの経験者を擁する圧倒的な

そびえたっていました。現在約 300

強さの若い主婦のチームでした。色々

メートルで、完成すると倍ほどの高さ

なレベルの仲間たちと楽しめて、来年

35 年間積み重ねて、400 回目前！

になるそうです。このスカイツリーを

度も続けて開催したいと強く思いまし

「月例赤羽マラソン」

背景にみんなで記念撮影をしました。

た。これを発展させ都連盟で多摩地区・

次回は言問橋から勝鬨橋まで１０ｋ

都大会等の団体戦を開催していただけ

ｍ位で完歩します。

ることを望みます。 （練馬テニス協）

（東京ウォーキングクラブ・三浦二郎）

会にしていきたいと思います。
（東京卓球協・目黒）

● 200 人を超す参加者が集まる
月例赤羽マラソンは、１９７６年
１１月に第１回が行われ、２０１０年
３月で３９９回目が行われます。最初
は１０人で始まった月例赤羽マラソン

ダブルス大会はレディースに大人気！
「第 12 回関東オープン
レディースダブルス卓球大会」

3 月 1 日（月）
、
東京体育館において、

も、最近のランニングブームもあって、
毎回２００名を超える参加者が走る大
会となりました。
●様々な試行錯誤を経て

今年度最後のレディース大会、第 12

開始当初は、スタートも鹿浜橋付近

回関東オープンレディースダブルス卓

で、距離も今と違い、２キロ、５キロ、

球大会が行われました。レディースで

８キロの３種目でスタート時間も距離

は、
「ダブルス大好き！」という方が

別にスタートしていたそうで、中心人

多く大人気です。毎週のようにどこか

物の小森さんによれば、１日２種目走

でダブルス大会が行われていますが、

るランナーもいたそうです。

−３−

その後、スタート地点は、岩淵水門

カントリースキー、オフピステスキー

ディングなど山スキーに必要な基礎的

付近、そして現在のＪＲの荒川鉄橋上

等ともいわれ、ゲレンデ（ピステ）を

な知識と技術が学べます。経験者には

流へと移動してきました。長い間、さ

避け自然の中で滑ろう、といえば理解

山小屋泊まりの実践コースもあり、レ

まざまな変更を繰り返して、今に至っ

して頂けるでしょう。

ベルに応じた教室が用意されています。

ています。

●ゲレンデにはない自由な滑降を堪能

●山スキーは春からが本番です

●パソコン作業で、迅速な記録集計を
最近では、記録集計が表彰に間に合

東京スキー協では、１０年以上にわ
たり山スキー教室を開催しています。

今年も、すでに湯の丸高原や栂池高
原で開催され、さらに月山（4 月 17

わず、翌月表彰になってしまい、参加

「大勢の仲間とともに、楽しく安全に

日 〜 18 日 ）、 至 仏 山（ ４ 月 24 日 〜

者の皆さんに不便をかけていますが、

山スキーを！ゲレンデを飛び出して大

25 日）
、八甲田山（５月２日〜５日）
、

現在パソコンでの記録集計を軌道に乗

自然の山野を自由に滑りましょう。」

鳥海山（５月３日〜５日）、立山（５

を合言葉に、ゲレンデでは味わえない

月 21 日〜 23 日）を予定しています。

滑降を楽しむスキーの教室です。シー

ぜひ、ご一緒に自然の中でスキーを楽

ルを使用しての登高、ルートファイ

しみましょう。
（東京スキー協・長部）

せるべく、試行錯誤しています。一日
でも早く、記録集計を軌道に乗せよう
としていますので、参加者の皆さんに
は今しばらくのご辛抱を願います。
（北区連盟・藤野）

大自然の山野を自由に
「東京スキー協・山スキー教室」

東京都勤労者スキー協議会（以下、
東京スキー協）は、基礎スキーの発展
として、競技スキーと山スキーの普及
に努めています。山スキーは、バック

絶景が目の前に広がる大自然の中を自由に滑ります。自分だけのシュプールを描けます

全国祭典開催種目紹介

その２

〜ミックスバレーボール
ミックスバレーボール〜

今年で５回目の全国祭典（全国競技大会）を迎えるミックスバレーボール。２月１３日に全国ミックスバレーボールセン
ターが結成され、祭典成功に向けて本格的に動き始めています。代表の萩原純一さんにお話を伺いました。
●どのような競技？

バックアタックとはいえ男子の強烈な

新日本スポーツ連盟全国連盟

男女混合で行う 6 人制のバレーボー

ボールを女子が拾うと大変盛り上がり

ルです。男性は１〜３人までです。新

ます。バレーボールクラブの皆さんは

TEL：03-3986-5401
E-mail: cbf31680@pop02.odn.ne.jp

日本スポーツ連盟では、男性はネット

ミックスにも是非挑戦してみてください。

（高さは２２４cm）から 3 メートル以

●どんな大会にしたい？

上離れたところからスパイクするバッ

予選を開催する地域をもっと増やし

クアタックのみ使用可能。他の競技団

て、全国大会らしくしていきたいです

体では男子も自由にスパイクを打てる

ね。過去４回では 11 地域（宮城、
埼玉、

ので、どうしても男子中心の競技に

茨城、神奈川、愛知、大阪、兵庫、徳島、

なってしまいました。なので、制限を

板橋区、北区、杉並区）で行われてい

設けることでより、男女が平等な状態

ますが、近いうちに２０以上で行える

に近づいたと思います。

ようにしたいですね。各バレーボール

●ココが面白い！

協議会や県連盟を中心に開催を呼びか

男女が入り混じってプレーする独特

けていますが、さっそく長野県から開

の雰囲気が、真剣勝負の中にもどこか

催を検討したいと反応がありました。

和やかな感じを醸し出します。強いと

※ミックスバレーボールに関するお問

ころはやはりチームワークがよく、見

い合わせは、全国連盟、もしくは都連

事な連係プレーが見られますよ。また、

盟までお願いします。

−４−

深まる、広がる、繋がる、スポーツの輪

〜全国総会での東京の参加者の発言

新日本スポーツ連盟全国総会の２日目に行なわれた全体討論では、各地域、各種目の活動の経験が報告され、今後の方針が練り上げ
られていきました。ここでは東京から参加された方の発言をいくつか紹介します。

萩原 純一さん・都連盟理事長 「大会参加者増の好機を捉え、多様で緩やかな組織化で大きな都連盟を」
昨年 3 月に伊賀野前理事長から都連盟理事長職を引き継いで丸 1 年が経過しました。この 1 年間の
活動の中で「増やす」という課題に対してのいくつかの試みを紹介したいと思います。
数字上では連盟員の数は横ばいといった状況です。これは、「会場が取りにくい中では、これ以上増
やせない」あるいは「中心になって活動する人が高齢化とともにジリ貧」という思いが組織の中にあ
る事が原因かと思われます。しかし一方で、ランニング、水泳、バドミントン、卓球など個人系の種
目では、軒並み過去最高という大会参加者を数え、板橋区連盟のレディースバレーボール、北区のミッ
クスバレーボールなども大変な盛況である事が会議等で、いきいきと紹介されています。
このような状況は「スポーツ連盟の大会が面白い」という実感があるからこそ、参加者が集まるの
だと思います。この人たちがこぞってスポーツ連盟に加盟する手立てを以下のように考えています。
①個人種目では大会参加者が加盟しやすいよう、会費のシステムを多様化。大きくなった組織は、逓減措置を取り入れる。
②チーム種目においても、連盟費基準を柔軟化。同時に逓減措置を導入して、既存チームも具体的に還元を受けるようにする。
③新しい役員の発掘を、目標を持って取り組む
現在では、一昔前とは明らかに違う、「もうスポーツ連盟しか楽しくスポーツの場を提供してくれるところがない」という状
況が生まれていると感じます。このチャンスを捉え、多様で緩やかな組織化も視野に入れて大きな都連盟を組織する決意です。
小林

章子さん・都連盟理事 「ジュニア大会を通して考えるスポーツ連盟の役割」

東京卓球協議会では春、夏休みに、杉並卓球協議会でも年２回、合計年 4 回のジュニア大会を運営し
ています。そこで印象に残る２つの事例からスポーツ連盟の役割を考えたいとおもいます。
東京卓球協の昨年の春の中高生大会は、団体 150 チーム、個人戦 1340 名の延 2015 名の参加者が集
まりました。さらに 100 名以上の断りをしてしまうほどの人気大会です。この大会は、４人リーグで同
順位トーナメント形式なので４試合が保障されているので大変喜ばれています。２年前の東京体育館の
個人戦の大会終了後、ロビーで引率の先生が生徒 20 名位を集めて最後に「来年もこの大会を目標に練
習しよう」と言っていたのに身が引き締まりました。
中体連・高体連の試合は強い人を選ぶための試合です。クラブチームや部活で活動できていればいい
ですが、スポーツをしたいと思っても部活がなければ試合には出られません。教育の中のスポーツの意義の小ささを感じます。
一人一人が自分の目標をもって出られる大会をつくりたいと思います。最近は、ネットの発達も影響してか、若い層の登録も増
加しています。
杉並卓球協の今年度２回目のジュニア大会を１月に開きました。近隣の大会と重なり参加者が少なかったので、小学生の初試
合、またはほとんど試合に出たことのない子供のクラスをつくりました。一球一球不安そうに親の方を振り返りながら、ポイン
トをあげれば喜び、失敗するとがっかりする様子はほほえましい光景でした。デビュー戦の子供たちには手作りの「がんばった
で賞」の賞状を渡しました。スポーツは文化であり、素敵なコミュニケーションの手段であることを体験できる場をたくさんつ
くれたらと思いました。大きな大会だけでなく杉並の小さな大会もこつこつと積み重ねていきたいです。
宮久保

加乃子さん・都連盟理事 「『スポーツのひろば』が好評です」

今日はスポーツのひろば（スポーツ連盟機関紙）の宣伝をします。4 月号には水泳の記事がいくつか
掲載されています。この宣伝誌を活用し 3 つのクラブで合計 15 人の新しい読者が生まれました。無理
して勧めているわけではなく「こんな記事あるよ」と紹介しているだけなのですが、それだけで増え
ていくということに自分でも不思議な感じがしました。なぜ増えたのか、一番はやはり『ひろば』には、
ストレッチ、テーピング、靴の選び方など、スポーツに関わる人なら身につけておきたい情報がたく
さん載っていることが魅力的なんだと思います。
ある読者が「これは大変いいものだから、保存用のファイルに取っておいて繰返し読みたい」と言っ
てくれました。今までは『ひろば』を「とってもらっている」と思っていましたが、きちんと「読ん
でくれている」といううれしさ。一人の読者のまわりに家族というさらに一回り広い読者が存在しているという事実。この経験
から誰でも気軽に「スポーツのひろば」を薦め、広げていきたいですね。
この他にも、卓球の岩波道子さん（卓球協の出前大会の取り組み）、都連盟顧問の伊賀野明さん（柔軟な組織化とＯＵＲ
果たす役割）が発言されました。

−５−

ＳＰＯＲＴＳ東京の

OUR SPORTS
この人に聞く

第 13 回

五 井 野 良 雄 さん（空手）
空手の良き伝統を守り、参加者に喜ばれる大会を
のルールで今も大会を行っています。

プロフィール
新潟県出身

参加者の方からは、一貫して同じルー

1949 年生まれ

ルで行っている事が好評です。

新潟に住んでいた頃はスポーツ経験は

しかし一本勝負ではあっという間に

ほとんど無く、18 歳で上京。
「東京は

試合が終わってしまう事もあるので、

物騒だと思い護身のため」空手を始め
る。スポーツ連盟の空手大会事務局長

「もっと試合を楽しみたい」という声

を務める。五段を取得しており、得意

に応え、団体戦を大人だけでなく小学

技は上段回し蹴り

生の部でも実施して、子供たちが試合
経験を多く積めるようにしました。

恩師・元澤さんと出会う

年代別や、男女ミックス種目も

18 歳で空手を始め、和道流（※１）

その他にも挑戦してみたいことはい

の道場に通っていましたが、職場で空

くつかあります。一つは、シルバーの

手の仲間が集まって練習しようという

大会をやりたいですね。定年を迎えて

事になり、新しく指導者を探す必要が

から空手を始める方が増え、そういっ

出てきました。そこで、スポーツ連

た方たちからは、同年代の方と試合を

盟（当時は新体連）に連絡を取り、元

したいという要望があるんです。また、

澤勇夫さん（現全国連盟顧問）を紹介

他の競技で行われているミックス団体

してもらいました。そうして稽古をつ

戦もやりたいですね。きっと楽しいも

けて頂いて、スポーツ連盟の大会に
も出場するようになると、元澤さんか

ぞれの技量を考慮して、経験豊富な方

ら、運営を手伝ってほしいと頼まれま

に主審をお願いします。主審は微妙な

した。選手としてお世話になった大会

判定の時に最終的な判定を下すことに

なのだから、一定の年齢になったら運

なるので、重責が伴います。私も審判

営に携わるのは当たり前だと思ってい

を務めてますが、選手として参加する

ましたし、元澤さんの人柄にも惹かれ、

時より疲れますね。大会の運営は非常

この人が言うなら、と引き受けました。

に大変ですが、現在は大会進行に関し

大会の運営は新スポ連流派で
空手の大会は通常、同じ流派だけで
行われますが、スポーツ連盟の大会で
は、フルコンタクト空手（※ 2）も含
め全ての流派の方が、参加可能です。

ては、参加者の方に協力していただい
ています。これをさらに発展させて、
今後は運営全体を一緒に考える「協議
会」が必要なのかなと感じています。

のになるのではないかと思います。
新しい試みを始めることは勿論、年
2 回の大会の運営にも苦労をしてます
が、選手の喜ぶ顔や頑張っている姿を
見ることが支えになっています。そし
て、自分たちが作ってきた「選手が本
当に楽しめる空手」を、彼らが引き継
いでいってくれると信じています。そ
のためにも、空手の活動を発展させ、
愛好者が日頃の鍛錬の成果を発揮でき
る場を増やしていきたいと思います。
（インタビュアー

編集委員・渡辺）

伝統と参加者の声を大切に

しかし、空手は流派ごとにルールが違

運営に携わり改めて思ったのは、ス

うので、なるべく全員が馴染めるルー

ポーツ連盟ではクラブの方、愛好者の

・※１- 和道流

ルをつくる必要がありました。常心門

方たちの声を重視して運営することを

全日本空手連盟（全空連）の 4 大流派の

という流派の参加者が多かったので、

大事にしているということです。現在

ひとつ。空手には国内の統一的な団体は

それを基本にして他の流派の方の意見

の全日本空手道連盟の大会は、テレビ

無く、様々な流派や会派が存在し、ルー

も参考に定めました。

放映を気にしてか、選手の意向を考え

ルもそれぞれ違う。全空連では原則とし
て組み手の際、相手に直接打撃を当てず

審判は自分たちの流派とは違うルー

ずにルールがコロコロ変わってしまい

ルでの裁定をおこなうので、非常に難

ます。まるでスポンサー企業の広告塔

※ 2- フルコンタクト空手

しいです。それ故、審判をできる人が

になってしまったようです。スポーツ

極真会館に代表される直接打撃制の流派

限られるので、審判の方を集めるのは

連盟では、武道の精神や伝統を大事に

や会派の総称。広義では防具付き空手も

骨が折れます。また、審判の方のそれ

して、白の道着と一本先取という当初

含む。
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「寸止め」で行う

第 7 回東京春季
スポーツフェスティバル

水泳

5/23

第 18 回東京辰巳水泳大会

東京辰巳国際水泳場

陸上

4/18

第 35 回赤羽ふれあい駅伝

荒川特設コース

卓球

4/10

男子年齢別大会・個人戦

駒沢体育館

まもなく開催

6/13

混合団体戦

墨田総合体育館

バドミントン

5/2

春季大会

荒川総合スポーツセンター

テニス

4/4

多摩オープン大会

都立小金井公園テニスコート

フェスティバルが取り組まれていま

野球

5/30

春季大会

駒沢公園軟式野球場

す。開催一覧を右に載せておきました。

ソフトボール

4/4

春季大会

駒沢公園軟式野球場

バスケットボール

5/3

春季大会

桐ヶ丘体育館

5/16

同上

十条台小学体育館

4/18

五街道から日本橋へ

五街道から日本橋へ集合

今年も東京の各地で春季スポーツ

ぜひ多くのみなさんの参加をお待ちし
ています。

フット・ア・７（セット）
ガイドブック 完成！

ウォーキング

東京サッカー協では、今年から年
す。近い将来、東京リーグを発足させ

全国サッカー協がこの度、フット・

ようと、普及活動を行っています。ガ

ア・セットのガイドブックを作成しま

イドブック編集部によると、「ルール

した。フランス生まれの 7 人制サッ

もわかり易く、危険が少ないので、ボー

カーで、接触プレーは原則禁止で、セ

ルをけったことのない人や、女性にも

ルフジャッジ（相互審判）なのでフェ

お勧めの競技」なのだそうです。みな

アプレー精神が求められる競技です。

さんのクラブでも挑戦してみては？

都連盟理事会報告

こ
の
表
紙
が
目
印
で
す

数回のワンデー大会を実施する予定で

第 12 回 3/8
18 名中 11 名出席

2/9

関東ブロック会議

2/13,/14

主な議題

2/23

１．全国連盟総会（3/13,/14）にむけて

全国連盟評議員会

三役会議

2/25 「OURSPORTS 東京」３月号発行

代議員選出、役員推薦、評議員選出の状況を確認し、代議員の追加について検
討した。また、多様で魅力あるスポーツ活動を旺盛に展開し、柔軟な組織化につ
いても検討することを提起した全国総会議案について討論し、都連盟として発言
することを確認した。

2/27

東京サッカー協総会

3/4 「OURSPORTS 東京」編集会議
3/4

東京体育館利用者懇談会

3/4

春季スポーツフェスティバル後援申請

3/8

第 12 回理事会

3/9

東京武道館利用者懇談会

3/13,/14

２．都連盟財政の今後についての検討
１月に行われた評議員会において、都連盟財政について今後検討を行うことが

全国連盟総会

3/13

板橋スポーツ祭典閉会式典

3/18

駒沢総合運動場利用者懇談会

確認されたことを受け、理事会として検討を行った。検討内容は、①【スケジュー

3/20

千葉県連盟総会

ル】現状について理事会として認識を共通化し、各組織の要望集約、全組織参加

3/26 「OURSPORTS 東京」４月号発行

で再検討を行うというステップを踏むことを確認、②【今回検討する範囲】各種

3/28

東京水泳協総会

3/29

三役会議

分担金の一部見直しか柔軟な組織化を含めた全体の見直しをするかの方向を確認

4/6 「OURSPORTS 東京」編集会議

しておく必要がある。

4/12

第 13 回理事会

〜 編集後記 〜
4 月号を迎えるにあたって、この間の取組を振り返りたい。
私が、この編集にたずさわるようになった動機とはなにか。第 1 は東京都連盟の 9 千名余の会員・クラブ・種目・地域組織が日々つむぎ
だす活動には、無数の宝がある、アワースポーツがその手伝いをできないか、第 2 はスポーツを通じての人間としてのふれあいや大切にし
ている活動・意味を文字や写真にして伝えることが縁で、スポーツの普遍性・共有性をともに味わえるのではないか。このことを通じて東
京都連盟としての一体感を創り出すことができるのではないか。という想いからでした。
振り返ってみて、皆さんに読んでもらえる価値が少しでもあるとしたら、月 1 回の編集メンバー同士の忌憚の無い意見交換を通じて、各
種の取組のなかから、発展の芽や可能性、変化しつつあるものに焦点を置くことを心がけてきたからといえる。それと、編集の中心的実務
を担った渡辺さんの日々の研鑽があったからに他ならない。皆さんの感想、如何？（伊賀野）
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都連盟スポーツカレンダー
卓球

2010 年 5 月、 6 月

テニス

・第 19 回関東オープンレディース３Ｄ大会

バスケットボール

北区

北区

・硬式テニス初心者教室

5/12（水） 東京体育館

5/1（土）

・第 35 回春季バスケットボール大会

・2010 年前期東京卓球リーグ 5/1、2、4、5、22

桐ヶ丘体育館コート

東京体育館、中野体育館、他

・第 35 回春季硬式テニス団体戦大会

・第 6 回ＭＩＸ団体戦卓球大会 6/13（日）

5/3，9（日、土） 桐ヶ丘体育館、新河岸コート

・杉並バスケリーグ 5/23 6/13（日）

墨田区総合体育館

・第 35 回春季硬式テニス平日大会

永福体育館、大宮前体育館

5/3，16（祝、日） 桐ヶ丘体育館、十条台小体育館
杉並区
6/3（木）

桐ケ丘体育館コート

板橋区
・板橋オープンシングルス卓球大会 5/29（土）

・第 35 回春季硬式テニス団体戦大会

小豆沢体育館

新河岸川コート

6/6（日）

・第 35 回春季硬式テニスダブルス大会

北区
・第 35 回春季シングルス卓球大会
6/20（日） 十条台小体育館

6/20（日） 桐ケ丘体育館コート

・春季団体戦リーグ 5/23（日）

北区
・北区連盟リーグ戦

5/2,16,30

6/6、20（日）

中央公園野球場、又は新荒川大橋野球場

杉並区
・春季ダブルス大会

杉並区

野球

5/9，23（日）

松ノ木テニスコート

板橋区
・野球大会 （日）戸田橋野球場、小豆沢野球場

中野区

上井草スポーツセンター
中野区
・男女ダブルス・ミックスダブルス大会

・もえぎテニス大会

5/16（日）

ソフトボール

哲学堂テニスコート

北区

6/20（日）中野体育館

・第 35 回春季ソフトボール大会 5/30（日）

練馬区

バドミントン

・第 34 回夏季卓球大会 6/13（日） 大泉体育館
江戸川区

中央公園野球場

・東京春季フェスティバル 5/2（日）
荒川スポーツセンター

・第 42 回 江戸川オープンペ ア マ ッ チ卓球大会
5/5（水・祝） 江戸川区総合体育館
大田区

・第 65 回クラブ対抗リーグ戦 6/5（土）
荒川スポーツセンター
杉並区

・大田スポーツ祭典 ABC=XYZ 団体戦卓球大会
5/16（日） 大森スポーツセンター

・杉並春季大会

ウォーキング
・5 月度例会

5/15（土） 京王相模原線唐木田駅

・6 月度例会 6/20（日） 京王線八幡山駅
5/30（日） 妙正寺体育館

中野区
・第 22 回東京中野オープンバドミントン大会

杉並区
・杉並春季ウォーキング 6/5( 土 )

善福寺公園

5/9（日） 中野区立体育館

その他の種目

練馬区

陸上

・第 34 回春季バドミントン大会 5/3（祝）

・春季陸上競技大会 5/22（土）
八王子市上柚木公園陸上競技場
北区

北区
・第 35 回春季ハイキング 5/23（日） 場所未定

光ヶ丘体育館
北区
・第 35 回春季バドミントンダブルス大会

・月例赤羽マラソン 5/23、6/27（日）

5/4（祝） 桐ヶ丘体育館

岩淵堤防土手

機関紙・会報いただきました！

多摩地域
・月例多摩川ロードレース 5/9、6/13（日）

サッカー

・「スポーツおおさか」3 月号

・第３１回春季トーナメント大会

多摩川・国立ロードコース

2/28（日）〜 4 月下旬

駒沢公園他

大阪府連盟
・「SportsNet ちば」No．94

水泳
・第 18 回辰巳水泳大会

千葉県連盟
5/23（日）

東京辰巳国際水泳場

・「月刊かながわスポーツ」４月号

バレーボール

中野区

神奈川県連盟

北区

・水泳記録会 6/6（日） 鷺ノ宮体育館
練馬区

・第 35 回春季バレーボール大会

5/2（日）

・
「スポーツ文化」3 月号

宮城県連盟

滝野川体育館、桐ヶ丘体育館

・第 42 回練馬スポーツ祭典水泳記録会＋第 9 回着衣

・第 35 回春季ミックスバレーボール大会（1 部）

泳指導員講習会 5/9（日） 光ヶ丘体育館温水プール

5/16、6/20（日） 旧西浮小体育館、他
・第 35 回春季ミックスバレーボール大会（2 部）

スキー

・「スポーツなかま inTOYAMA」3 月号
富山県連盟
・「スキー協通信」3 月号

6/6、6/20（日） 堀船小体育館、他

東京スキー協

・鳥海山山スキー教室 5/3（月）〜 5/5（水）

・第 35 回春季シニアバレーボール大会

宿泊予定・ホテルまさか

5/30（日） 桐ヶ丘体育館

・「シーハイル」 3 月号

・春の八甲田山・山スキー教室
5/2（日）〜 5/5（水） 宿泊・猿倉温泉

板橋区
・板橋レディースバレーボールオープンリーグ大会

・「卓球協議会便り」 第 6 号

・立山・剣沢山スキー教室

5/9，16（日） 赤塚体育館他

5/21（金）〜 23（日）

宿泊・雷鳥荘

杉並区

・草津担ぎ上げポールトレーニング

・杉並春季大会

6/5（土）〜 6/6（日）

上井草スポーツセンター

5/30（日）
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シーハイルスキークラブ
杉並卓球協議会
・「シャスネージュ」 3 月号
町田シャスネージュスキークラブ

