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関東の力で全国スポーツ祭典が開催

役員交流
スポーツ企画

上：赤羽会館で行われた「開幕の集い」
下：板橋区で行われたバスケットボール大会

反核平和マラソン、西コース新設

各種目、地域組織の役員同士の交流を図るべ
く「ソフトボール大会」（2010 年 5 月 9 日）
と「ボーリング大会」（2011 年 1 月 8 日）を
企画しました

2010 年は反核平和マラソンで新たに西コースが開催。代々木公園では

ＳＴＯＰ !! 石原五輪

「反核平和スポーツマンのつどい」が開かれました

スポーツ予算を著しく削ってきた石原都政にはオリンピックを招致する資
格はありません。スポーツ振興と一体になったオリンピックの実現を！

国際交流
FSGT（仏）
、韓国体育市民連帯との国際交流がさらにすすみました

FSGT

韓国体育市民連帯

上：来日した IOC 委員に東京開催反対をアピール
右：約 150 人が集まった「異議あり！ 2016 石原オリンピック集会」で
の都連盟顧問和食昭夫さん

−１−

2 年間で 1100 人 増！ 大きくなった都連盟
新日本スポーツ連盟東京都連盟第 47 回総会が 3 月 12 日土曜日に行われます。前総会からの 2 年間、東京都連盟と各種目、
地域組織では多彩な活動に取り組んで運動を大きく広げてきました。この運動の広がりの中で連盟員数が 2008 年度は 9303
名から、2010 年は 10471 名にまで拡大されました。仲間を増やしている組織はどのような活動をしているのでしょうか？
東京水泳協議会、板橋区連盟、東京卓球協議会にお話を伺いました。
東京水泳協議会副運営委員長
宮久保加乃子さん
先日、第 8 回「東京水泳フェスティ
バル」を開催した水泳協議会は、現在

ていることを、先進的に実践してきた
東京水泳協議会の活動に自信を持って、

東京卓球協議会運営委員長 岩波道子さん
会員さんが増えている理由の 1 つは

新しい会員を迎えていきたいと考えて

卓球がもっと上手になって競技を楽し

います。

みたいという選手の要求をつかみ、そ

64 ク ラ ブ 1348 名 の 会 員 と な り ま し

れを実現することです。それが選手の

た。会員の減少や高齢化のため、年間

みなさんに喜ばれ広がっています。知

2 クラブくらいの退会が続いておりま

人から紹介された、あるいは HP を見

す。100 名の会員を新しく迎えようと

て初めて参加したチームが翌年にすぐ

総会で決議しましたが、どうやってこ

に加盟するというケースが増えていま

の課題を進めていくのか。年度の重点

す。
「こんな楽しい大会なら一緒にやり

課題とし毎回の運営委員会での議題か

たい」という思いで加盟を決めている

らはずすことなく検討を重ねてきまし

んだと思います。

た。年間 4 大会を開催し、延べ 2500
名近い未加盟の参加者をどう仲間に迎
えるか。議論は、いつも行ったり来たり、
団体登録制は？現在の加盟クラブとの
関係は？柔軟な対応とは？会費は？権
利は？大会参加費は？などなど、なか
なか結論は出ませんでした。
そんな状況が続く中でも、大会参加

板橋区連盟理事長 聞間至さん
板橋区連盟では、今期２つの種目組
織が発足しています。
一つ目の「レディースバレーボール」
は家庭婦人が中心になる（中学生以上
の子どもたちも制限付きで参加可能）

者から個人加盟申請が 40 名近くあり

９人制のバレーボール協議会です。10

ました。大会参加費に差があることも

年 20 年先まで継続するには、プレイ

理由のひとつと思われますが、その後、

ヤー自身が運営し、皆で楽しみながら

新たに４つのクラブが連盟内大会であ

運営する組織が必要だということを参

もう 1 つは地域に密着して各地域の

る「東京水泳フェスティバル」に参加

加者と議論してきました。粘り強く訴

愛好者の要求に応えられる地域協議会

したいと加盟してきました。記録を競

えてきた結果、2010 年 4 月に 30 クラ

作りに力を入れたことです。この点で

うだけではない、仲間と楽しむ、辰巳

ブが加盟して協議会がスタートしまし

特に大事だったのは会員さんに一緒に

国際プールで泳げる、未就学児・初心

た。年間１０日前後のリーグ戦（各チー

役員をやろうと声をかけたことです。

者が安心して参加できる、家族ぐるみ

ム３試合／日）を行い、試合毎にキャプ

参加できる、など、水泳愛好者の願い

テン会議兼運営員会を開催して、組合

に応える、この大会ならではの魅力を

せだけでなく問題点と新たな提案等を

備えている大会です。水泳界で初めて

協議して、中身を充実させてきました。

ドル平泳法を確立し、女性大会を開催

二つ目は、「ミックスバレーボール」

し、長距離大会で個人にラップタイム

です。2005 年から競技大会を開催し

表を渡すなど、現在では当たり前になっ

てきましたが、「板橋 MixVB オープン
リーグ大会（フレンドシップ大会）」を
皆で運営し、いっしょに愉しみ継続発

●要求実現のためにも地域組織を

大会を開くには役員が必要ですが、一
部の役員だけでなく、より多くの参加
者が運営にかかわってこそ良い大会が
できると思います。加盟してきたクラ
ブの多くはスポーツ連盟に魅力を感じ
ているはずです。そこに自信をもって
「一緒にこういう大会、協議会をつくっ
ていこう」と訴えて広げていきました。

展させる組織として 2010 年 4 月に発

そうして今では区連盟が無い地域にも

足しています。

地域協議会をつくり今では 11 の地域

大会を開くために必要な協力を求め

で活動しています。現在は都と地域で

るのと同時に、選手の要求や思いをよく

それぞれの利点を活かし、特色ある大

聞き、一緒に実現してきたことが実を結

会を開くようになり、ますます参加者

んで種目組織の結成につながりました。

が広がっています。

−２−
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スキーを続けてこられたのは
クラブのおかげ
普通に滑るだけでも充分楽しいのに、クラブでの活動や競技スキー
に熱中する理由とは？今回は東京都勤労者スキー協議会のホープ、

東京都勤労者スキー協議会
シーハイルスキークラブ

理事

本多賜代さんにその魅力を伺いました。

（インタビュアー：渡辺）

会長
●クラブに入ったらスキーがもっと楽しくなりました

本多賜代

「クラブでスキーへ行くと、新しい技術をどんどん教えて

さん

くれてとても面白いんです。ビデオをとってもらい、自分の
滑りをチェックできるし『今の滑り良かったよ』とか『もっ
とこうするといいよ』と教えてくれてとてもいい刺激になり
ます。モチベーションの維持にもなり、忙しい中でもスキー
を続けてこられたのはクラブのおかげかな。」社会人になっ
てから同僚とスキー場に通い始めた本多さんですが、仕事が
忙しくなり次第にスキーに行く機会が減っていったそうで
す。そんな時に同僚から「シーハイルスキークラブ」の存在
を教えてもらい、迷わず入会しました。仕事の事から完全に
離れてスキーの事だけを考えていられるというのがリフレッ
シュにもなるそうです。
●視界が狭まるほどのスピード感が魅力 ?!
クラブの仲間から誘われて、競技スキーの世界にも足を踏
み出しました。「スキーは普通に滑るだけでも楽しいんです
けど、競技スキーはもっと楽しいですよ。コースの中ではま
るで自分がトップ選手になったような気分になれるんです。」
アルペン競技のスーパー大回転では時速 80㎞のスピードが
出る事もあるそうです。時速 80㎞というと高速道路での車
の速さ！怖くないですか？と聞くと、「レース前は転倒の恐
怖もありますが、一旦レースが始まれば、余計なことは考え
られなくなりますし、むしろそのスピードを楽しんでいま
す。
」との答えがかえってきました。恐怖心よりも集中力と
レースを楽しむ心の方が強いんですね。
●忙しさに負けるな！スキーの面白さを一人でも多くの人へ

第 35 回東京スキー競技大会（セントレジャー舞子）会場にて

近年は特にスキーの愛好者が減少していると感じていま

「一日目は少し緊張して、1 本目はあまり良くなかったんですが、
気持ちで 2 本目を乗り切りました。今日もトップを狙います」と
笑顔で意気込みを語る本多さん。この後に見事女子１部で総合優
勝に輝きました。

す。
「以前はよく金曜日の夜から宿に泊まって、土日にスキー
を楽しむというケースが多かったけど、最近は仕事で疲れて
余力がないのか、日帰りで済ませてしまう人が多いんです。
私も 1 人だったらそうなっていたかもしれません。『いつで
も、どこでも、だれでもがスポーツを』できる状況というの

神奈川県川崎市出身。

は黙っていたらできないと痛感しています。
」

東京都勤労者スキー協議会では教育技術局に所属。
主な大会成績

とり、もっと多くの人にスキーの魅力を知ってもらおうと奮

第 35 回東京スキー競技大会

女子総合優勝

第 36 回全国スキー競技大会大回転
第 12 回スキー協 CUP

本多さんはスキーの発展を願い、現在では指導員の資格を

女子２部優勝

女子１部４位

闘されています。「クラブに入ることや競技スキーをはじめ
る事は敷居が高いと思われがちですが、誰でも気軽にやれる、
とても面白いものだということを知ってほしいです。
」
−３−

の Hang OveR（神奈川）は１部で通用

東京都連盟
ＮＥＷＳ

する実力との評判で次回が楽しみであ
（東京バドミントン協議会

大野文明）

郷土色のある大会を目指して
「第 2 回大田のりのり卓球大会」
●なぜ「のりのり大会」なの？
大田卓球協議会（SSTK・大田）では、
年間３〜５回の大会を行っています。2

出なきゃソン！贅沢な

月 9 日（水）は「第 2 回のりのり大会」

バドミントン加盟チームリーグ戦

が開催されました。今まで行っていた

「第 66 回ＮＪＳＦクラブ対抗リーグ戦」

個人戦プログレスリーグを常々会議で
大田の郷土色を出す大会名にできない
か話し合ってきました。そのなかで大

NJSF クラブ対抗リーグ戦は１月 29
（土）荒川スポーツセンター（13 面）

田区の歴史（昭和 38 年まで海苔の養

にて開催。これは東京バド協結成以来

殖がおこなわれていて、今も海苔問屋

続けている伝統行事である。加盟団体

が多い）にちなみ、賞品は海苔にして、

のみの男女別団体戦で男子は１〜４部、

波に「乗り」ながら試合が行える事を

女子は１〜２部。オープン大会と違い

願い「のりのり大会」と命名しました。

コートを多めにキープして、試合の空

●海苔は参加者にも大好評

き時間を少なくし、しかも一日最低三

今回の「のりのり大会は」第 1 回目

対戦以上できるようにした贅沢な大会

同様申込数が非常に多く、189 名募集

なのである。これこそメインイベント。

のところ 500 名近い申し込みがありま

加盟したからには、出なきゃソン！そ

した。少しでも多くの方に参加してほ

ういう大会だが、参加率はまだまだ半

※今回の結果を受けて、次回クラス分

しくて頑張って 250 名ほどの参加を受

分を越えてない。もったいないではご

けは以下の通りです

け付けました。男子は 1，2 部女子は

ざらぬか？理由はいろいろあるだろう。
日程の問題とか、レベルが高くて勝て
ない、続けて出場する自信がないと、
ランキングを維持できないとか。しか
し、協議会に加盟するようなクラブは、
試合に出たいと言うメンバーが多い。
こう言うメンバーに満足してもらうに
は、この大会はちょうどいい。最低三

1~3 部に分けてそれぞれ 7，8 人リー

男子 1 部
・OVER BREATH-A
・AntiAging −Ａ

・ヤマなみんＣ

・Vita −Ａ

・コーカーズ B．B．B
男子 2 部
・AntiAging −Ｂ

・ヤノックス
・一橋 OB

対戦できて、丸一日楽しめるうえに上
を目指すと言う目標ができる。何回か

男子 3 部

出るとなじみのクラブがいくつかでき

・にゅーくりあすＡ

て、大会が楽しくなる。バド協としても

・Ｔ - ｒｉｓｅ

もっと参加率を上げたい。

・ROBINS

・Vita −Ｂ

お断りをして午後 4 時には進行が遅れ
ているブロックを 2 セット先取に変更
を終了することができました。参加者
の方から「この前の海苔美味しかった
わ（＾−＾）
」と笑顔でおっしゃってい
ただき、スタッフ一同も一日の疲れが

・よすけ組

・新宿バード

・バド・エンジェルス

男子 4 部

ぶっ飛びました。
お断りした方、申し訳ありませんで
した。次回は優先できるようにしたい
と思いますので、腕を磨いて海苔をゲッ

催する予定で早くも話題になっている。 ・Hang OveR- Ａ

・Hang OveR- Ｂ

トして下さい。お待ちしています。

・にゅーくりあすＢ

（大田卓球協

出場したいメンバーが多いので登録会

・中原アルプス

員を増やしたいなどの問い合わせが来

・次男坊

ていて今後が楽しみである。男子優勝

女子１部

は OVER

・バド・エンジェルス ・ヤマなみんＣ

BREATH −Ａ（神奈川）、女

時を予定していましたので、開会時に

して行い、午後 5 時過ぎに無事全試合

・スポーツ愛好会
・南の鉄人

また三月にはミックスリーグ戦を開

グ戦を行いました。終了時間は午後 5

・Beerʼ s

子は新規出場のバド・エンジェルス（東

・Beerʼs

京直属）
。このバド・エンジェルスはシ

女子２部

ニア中心のクラブだが、女子は参加が

・Hang OveR

少なかったため１部に編入され、一気

・ダンデライオン

・Vita

・一橋 OG

・AntiAging
・ROBINS

に頂点へ。男子４部で優勝、新規加盟

−４−

橋本百々子）

連盟内大会ならではの
楽しい企画が盛りだくさん
「第 8 回東京水泳フェスティバル」
２月 11 日、雪のちらつく中、辰巳
国際水泳場にて「第 8 回東京水泳フェ
スティバル」（連盟内大会）が開催され
ました。
「クラブの皆さんと共に準備し、
参加者と一緒に作り上げ、誰でもが参

25m 完泳でコーチに励まされながら一生懸命

加したくなる楽しい大会」をめざし、

泳ぐ子どもたちには、会場から大きな声援が
約 60 人の子ども達が 2㎞の部に出場。家族の

今年は葛飾水泳協議会の皆さんの協力

方たちの応援を背に力いっぱい走りました

のもと、この日を迎えました。参加人
数 504 名、子どもたちの参加種目だけ
でも 300 以上と、とても賑やかな大会

2 年連続 900 人のエントリー
「第 9 回多摩川ロードレース大会」

となりました。
●水泳協役員・都連盟役員チームも

第 9 回多摩川ロードレース大会が昨

水泳を始めて間もない方でも参加し

年に続き 900 名を越える参加者がある

ていただけるよう 25 ｍ完泳や、小学

なかで、大きな事故もなく終了したこ

校入学前の子どもたちが頑張るビート

とは私たちの取り組みの前進があった

板キック、家族でつなぐファミリーリ

と思います。

レー、または３〜８人の仲間が工夫し

●東京ランニングクラブの手作りの大会

て 200 ｍをつなぐリレーフェスタなど

こ の 大 会 は 主 催 が「 多 摩 川 ロ ー ド

他にはない楽しい企画がいっぱいでし

レース実行委員会」、主管が三多摩ロー

た。このリレーフェスタには東京水泳

ドレース運営委員会と東京ランニング

8 年ぶりの大会新記録をたたき出した早坂さん

協議会役員も、東京都連盟役員もチー

クラブとなっています。東京陸協の公

タイムは 32 分 18 秒

ムをつくってエントリーして、参加者

認や後援の大会でも各地の町おこしの

と感動を共にしました。

ための大会や企業が後援する冠大会と

大会に慣れていない方が多いので、

も違い、手作りの大会であることが大

様々なハプニングがありましたが、声

きな特徴です。そのため、宣伝に力を

援も多く、和やかな雰囲気の中競技が

入れています。直接申し込みだけでな

進んで行きました。また、各クラブの

く、インターネットを利用して参加申

プロフィール紹介などもあり、加盟クラ

込数が大きくなってきました。参加費

ブそれぞれの意気も盛り上がっていまし
た。大勢の役員の協力もあり、ほんとに
皆で作り上げる大会となりました。
これからもより良い大会めざし、水
泳大好き、スポーツ大好きな仲間の輪
をどんどん広げていけたら、と願って
います。

（東京水泳協

穴原康子）

3000 円に設定し、東京マラソンのよ
うに 10,000 円と高額に設定せず、な
おかつタイムや順位を正確に速やかに
発表できて参加者に喜ばれる IC チップ
を導入できるように調整しました。
大会を主催する私たちが気をつけな
くてはならないことは、大会が参加選
手の立場で運営されてきたのかどうか、
コースを走ってみて気持ち良く走るこ
とができたのかどうかであり、それに

※大会実行委員長の森良太さんからも
コメントを寄せていただきました
初参加の学生ランナーや夫婦での参
加者なども目に付き、参加層の広がり
に実行委員会としても大変うれしくお
もいます。
受付、貴重品預かりでの小銭を用意
してくれたお母さん、急遽駆けつけて
くれた看護士さん、荷物用のダンボー
ルを 40 個も用意してくれた八百屋さん
など、みなさんのご協力に感謝いたし
ます。なお、今回、報知新聞が 10Km

より東京ランニングクラブの真価が試

のランナーに取材に来たのも大会が盛

されるのだと思います。これからも今

んになってきたことの表れでもありま

まで起きてきた問題を１つづつクリア

す。大会関係者のみなさんへのお礼を

していくことだと思います。

かねた報告とさせていただきます。

（東京ＲＣ
−５−

金子正芳）

第 47 回東京スポーツ祭典 第 35 回東京スキー協競技大会
結果発表 ※ 2 日間通しての総合成績です
ビギナー男子

ジュニア
スノーボード
順位
1位

名前
川田正晴

クラブ
雪舞

ﾀｲﾑ
3:34.52

名前
牧野美智子
加藤展子
臼井礼子

クラブ
まっくろけ

ﾀｲﾑ
2:55.12
練馬ヒューマン 2:55.50
練馬ヒューマン 3:10.55

名前
桶谷牧子
高橋美和子
紅葉登志子

クラブ

ﾀｲﾑ
シーハイル SC 2:13.03
スラローム
2:13.47
こなゆき
2:23.86

男子３部
順位
1位
2位
3位

クラブ
銀嶺
雪舞ン

ﾀｲﾑ
2:10.33
2:27.31

順位
1位
2位
3位

順位
1位
2位
3位

順位
1位
2位

名前
市川光一
高橋奨大

クラブ
ﾀｲﾑ
シーハイル SC 2:56.94
まっくろけ
3:03.13

女子２部

名前
本多 賜代
佐藤知英子
浅見友子

クラブ

ﾀｲﾑ

シーハイル SC

1:57.36

どさんこ

2:06.45

スラローム

2:10.51

クラブ

ﾀｲﾑ

順位
1位
2位
3位

名前
八神尚美
山口信子
長島桃子

クラブ
一般

ﾀｲﾑ
2:05.52
練馬ヒューマン 2:11.27
スラローム
2:15.75

男子２部

男子 1 部

女子３部
順位
1位
2位
3位

名前
佐藤舞祐
滝瀬健人

女子 1 部

ビギナー女子
順位
1位
2位
3位

順位
1位
2位

名前
小田切友樹
高橋良樹
本多幸助

練馬ヒューマン 1:46.73
練馬ヒューマン 1:49.10
シーハイル SC

1:49.70

クラブ

ﾀｲﾑ

順位
1位
2位
3位

名前
海老澤洋
近藤安宏
柴田 敏

クラブ

ﾀｲﾑ

一般

1:51.65

練馬ヒューマン 1:54.84

スラローム

1:57.08

男子４部

名前
幾島次雄
桶谷政博
聞間 至

クラブ

ﾀｲﾑ

一般

1:46.92

シーハイル SC

1:48.98

トライアルファミリー 1:52.49

順位
1位
2位
3位

名前
武田健一
松浦七郎
横田忠道

練馬ヒューマン 1:57.46

シュプール
スラローム

2:06.30
2:07.46

この大会は東京スキー協の主催する競技

を選手たちは勢いよく滑りぬけて、いや飛

大会で、スタート地点の近くにいると参加

び去っていきます。早い人だとわずか 30 数

け！」と声援が送られていました。
「これ

者みなさんのこの大会にかける張りつめた

秒の間ですが、その短い時間の中に今まで

ぞフェアプレイ精神！」ですね。今回私は

緊張感が伝わってきました。この大会はビ

積み重ねてきた事をだせるかどうかの真剣

役員として参加しましたが、大会に面白

ギナーの部も設定されており、競技を始め

勝負がくり広がられました。

さに感動し、「来年は選手として参加しま

て間もない方でも参加しやすいように配慮

●来年は選手として来よう！

す！」と表彰式での挨拶で宣言しました。

されています。およそ６１０m の距離に旗

し か し、 コ ー ス 外 の ゲ レ ン デ か ら は 競

来年までに練習を積んで、ビギナーの部優

門が２０カ所ほどたてられており、その中

技 者 に 対 し て「 行 け ―！」
「攻めてい

勝を目指します！ （編集委員

ツ
ポー 請
ス
要
都
局へ
興
振

渡辺良治）

愛好者のスポーツ要求を東京都へ届けました！
2 月 1 日に東京都連盟は第７回東京春季スポーツフェスティバルの報告とあわせて、スポーツ振興局に対し要請を
行いました。主な要請事項は以下の通りです。

１．
「すべての都民はスポーツに参加する権利がある」という認識に立ってスポーツ振興にあたること
２．全国最低レベルである公共スポーツ施設数を増やすこと
３．辰巳国際水泳場について（A）指定管理者の交代後にこれまでの優先利用枠を制限されないよう指導してもらうこと
（B）改修工事中のクラブ活動の為の代替施設を確保すること
４．武蔵野の森総合スポーツ施設のアリーナやプールの建設計画をもっと早くして！
特に辰巳国際水泳場については、今回の要請に一緒に参加した水泳の会員さんは、「辰巳国際水泳場は憧れの舞台。ぜひ今
後も使わせてほしい。」
「工事期間中クラブ活動を別の施設で行うというのは非常に困難なので、都として代替施設をあっせん
して欲しい。」などの切実な実態と要求を伝えました。
これに対して都スポーツ振興局からは「辰巳国際水泳場は指定管理者が変わっても都としてはこれまで通りの運営方針で
す。
」という回答を得ました。
。その他の要請事項については、施設が足りていないことについての具体的な回答はなかったも
のの、以前から要望していた駒沢公園のテニスコートは改修後に、大会でも使用できるようにスペースを広くしますという回
答でした。

私たちの要求は簡単には実現するものではないかもしれませんが、愛好者の声を粘り強く行政にはたらきかける

ことで今後もスポーツ環境の改善をはかっていきたいと思います。
−6−

都連盟理事会報告
第 22 回 1/11
17 人中 出席９名

第 23 回 2/14
17 人中 出席９名

経過と予定

●総会の成功に向けて

1/8

評議員会で加筆修正された総会議案（最

ボウリング交流大会（中野・板橋・
北・杉並・ｳｫｰｷﾝｸﾞ・水泳・全国

終稿）を確認しました。2 月末までに、各

連盟・都連盟）計 31 名

組織で修正加筆など意見を集めていただき

1/11

決算書（案）の見通しと予算案を討論し

ます。議案は HP からも確認できるのでみ

1/20

OUR SPORTS 東京編集会議

ました。「スポーツ連盟の理念などを学ぶ

なさんのクラブでもぜひご覧になって、意

1/22

第２回評議員会

機会を都連盟でももつべき」「（すべての人

見を下さい。

1/25

都議会第１回定例会へ向けた共

がスポーツを行う権利を広げる）スポーツ

●春季スポーツフェスティバルについて
1/30

板橋区連盟総会・祭典閉会式典

●総会議案（第一稿）を議論

権運動を、地域連盟の運動も盛り込み詳し

春季スポーツフェスティバルの後援申請

く載せるべき。」
「老朽化施設の改修の要請

手続きを行いました。（近日中に正式に後

行動を組織的に実施するように盛り込む必

援が決定される見通しです）

要がある。」
「（今後の方針として）都連盟

統一チラシも一流デザイナーに要請してお

としてもっと種目の声や苦労を聞き、労力

り、近々完成されます。

を惜しまぬ援助を」など、議案について議

●東京都知事選と地方議員選挙について

論がなされました。決算についてはおよそ

都連盟は都民のスポーツ要求を実現する

80 万円の黒字決算になることを受け、今

一環として革新都政をつくる会に加盟して

第 22 回都連盟理事会

産党都議団懇談会
16:00 〜

グリーンホール

2/1

東京都スポーツ振興局へ要請

2/8

革新都政をつくる会「団体・地
域代表者会議」

2/11

第 8 回東京水泳フェスティバル

2/14

第 23 回都連盟理事会

に理事会チーム参加

後は各組織の負担を軽減することを決めま

います。その革新都政から 2 月 10 日に立

した。

候補を表明した小池あきらさんを都連盟と

2/24

OUR SPORTS 東京編集会議

● 12/4 リレーマラソンの開催を決定

して推薦します。革新と知事の誕生に大き

2/26

東京サッカー協議会総会
第 24 回都連盟理事会
都連盟第 47 回定期総会

12 月 4 日 ( 日 ) に都連盟主催で、全地域、

豊島区東部区民事務所

な期待を寄せて、スポーツマンの願いを結

種目組織と協力してリレーマラソンを行う

集しましょう。

3/7

事を決定しました。42.195㎞を複数人で

※これは、構成員の思想信条、政治活動の

3/12

タスキをつないで走るイベントです。ぜひ

自由を制限するものではありません。

みなさんのクラブでも参加してみてくださ

●都連盟交流スポーツ企画

い。候補地は夢の島公園・昭和の森公園・

5 月 1 日に「交流ソフトボール大会を徳

葛西臨海公園・小金井公園・大井ふ頭公園

丸が原野球場（高島平）にて開催します。

など。

ぜひ皆さんお気軽にご参加ください。詳細

10：00 〜

エコとしま

〜編集後記〜

は後日お知らせします。

今年に入ってからコツコツと練習を重
ね 2 つのレースに出場しました。1 つは水
泳フェスティバルです。都連盟チームで

第 43 期第 2 回評議員会 報 告

２００ｍのリレーに参加し、僕は合計 75
メートルをクロールで泳ぎました。不慣れ

1 月 22 日（土）、豊島区立東池袋第 2 区民集会室会議室にて第 43 期第 2 回評議員会

な飛び込みでゴーグルに水が入るというア

が開催されました。出席は評議員が 9 名（内代理出席 1 人）委任 1 人と理事 8 人、オブザー

クシデントもありましたが、習った「疲れ

バー参加 1 人で予定時間を超過するほどの活発な議論が行われました。

ない泳法」で無事完泳できました。初めて
の水泳大会で緊張しましたが、楽しかった

●総会議案の討論
会議ではまず各組織の活動が報告されました。多くの組織で大会参加者が増加してお
り、都民のスポーツ要求がますます大きくなってきていることが浮き彫りになりました。
続いての総会議案の討論では、多くの要求を持つスポーツ愛好者をどう組織していくの
か、多くの意見が出されました。討論の結果、「地域連盟つくり」を空白地域の克服とあ
わせて方針化すること、反核平和マラソンなど反核平和の活動とスポーツの原理原則が

です。
2 つ目は地元青梅で開催された青梅マラ
ソン。30㎞の部に出走しましたが、途中
で何人もスポーツ連盟の方にお会いしまし
た。「渡辺君頑張れー！」という応援も！
本当に嬉しかったです！おかげさまで無事

深く結び付いていることなどを加筆修正して、補強意見も含め総会議案は全員一致で採

完走して目標タイムより 10 分早い 2 時間

決されました

5 分でゴール。次回は 2 時間切りを狙いま

●財政が改善されたことにより各組織の負担軽減が実現

す。

43 期の決算についてはおよそ７０万円の黒字であることが報告され全員一致で採択さ

それからもうひとつレースがありまし

れました。予算については財政黒字を各組織の負担軽減に充てることなどを盛り込み、

た。事務所の近くのラーメン屋さんでおよ

賛成多数で可決されました。

そ２㎏のつけ麺を３０分以内で食べるとい

また、東京ウォーキングクラブのこの間の活動が既に種目組織としての活動になって

うレース（？）です。見事 15 分で成功し、

いることから、11 番目の種目組織に認定され、総会代議員を１名選出することが決まり

店内に名前が大きく張り出されることにな

ました。

りました。
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（渡辺）

都連盟スポーツカレンダー
テニス

卓球
・春季スポーツフェスティバル男子年代別卓球大会
4/3( 日 )

亀戸スポーツセンター

・関東オープンレディース 3 ダブルス卓球大会
5/13( 金 )

東京体育館

・春季スポーツフェスティバル

4/3（日） 都立小金井公園テニスコート
北区

中野体育館、東京体育館、他

杉並区

・第 36 回春季硬式テニス混合ダブルス大会

5/4( 祝 )，5( 祝 )，6( 金 )，22( 日 )

北区

・第 36 回春季硬式テニス団体戦
桐ヶ丘体育館

5/3（祝），8（日）

新河岸川コート

5/22（日） 永福体育館

4/2（土） 桐ヶ丘体育館

5/8( 日 )

・杉並区春季テニス大会
5/8,15（日） 松ノ木テニスコート

杉並区

中野区

・杉並春季団体リーグ戦
中野区
中野体育館

練馬区

・北区連盟リーグ戦

毎月第１，３，５日曜日

板橋区

5/15（日） 哲学堂テニスコート

・板橋野球リーグ

練馬区

・中野東京オープン 4/29

駒沢公園軟式野球場

北区
中央公園野球場、又は新荒川大橋野球場

・もえぎテニス大会

5/29（日） 上井草スポーツセンター

野球
・東京都軟式野球オープン大会

杉並区

・第 36 回春季ダブルスリーグ卓球大会

毎週日曜日

・第 35 回春季テニス大会
4/9，10，17，24( 日 )

戸田橋野球場、小豆沢野球場ほか

土支田テニスコート

ソフトボール

・第３５回春季卓球大会
上石神井体育館

大田区

北区

バドミントン

・大田スポーツ祭典男女混合 ABC=XYZ 卓球大会
5/15( 日 )

・杉並春季バスケットバール大会

4/24（日） 新河岸川コート

駒沢体育館、東京体育館、上板橋体育館、他

4/24( 日 )

バスケットボール大会
5/3( 祝 )、15( 祝 ) 桐ヶ丘体育館、西浮間小学校

4/2･9･16･23･30（土） 桐ヶ丘体育館コート

・前期東京リーグ：女子
4/30( 土 )

バスケットボール

・多摩テニス春季大会

・硬式テニス初心者教室

・前期東京リーグ：男子
5/5( 祝 )

2011 年 4 月、 5 月

大森スポーツセンター

・第 36 回春季ソフトボール大会

・春季スポーツフェスティバルバドミントン大会
4/3( 日 )

5/29( 日 )

中央公園野球場

駒沢公園屋内球技場

・チャンピオン教室
4/24( 日 )

・仙元山から嵐山渓谷へ 4/5( 火 ) 小川町駅集合

・第７回関東オープン団体戦

陸上
・第３１回春季陸上競技大会
4/9（土） 駒沢オリンピック公園陸上競技場
・第３６回ふれあい赤羽駅伝
4/17（日） 荒川赤羽桜堤緑地土手

5/ 1( 日 )

・東京タワーへ集中ウォーク 4/17( 日 ) 東京タワー

荒川スポーツセンター

・スカイツリーと花王石鹸工場見

北区
・第３６回北区春季大会 5/4( 祝 ) 桐ヶ丘体育館
中野区
5/8( 日 )

中野体育館

荒川赤羽桜堤緑地土手

夢の島〜港区役所〜川崎市役所
・七生丘陵を歩く 5/14( 土 ) 高幡不動駅改札集合

練馬区

・月例赤羽マラソン

4/26（火） 浅草寺雷門前集合
・国民平和大行進 5/6( 金 ) 〜 7( 土 )

・第２３回中野春季大会

北区
4/24、5/22( 日 )

ウォーキング

新宿スポーツセンター

・第７回練馬春季大会

5/5( 祝 )

光ヶ丘体育館

・新都心をウォーク 5/28( 土 )

青山一丁目駅集合

多摩地域
・月例多摩川ロードレース
４/13、5/8（日） 多摩川・国立ロードコース

その他の種目
サッカー

北区

・第 32 回春季トーナメント大会
2/27（日）〜 4 月ごろ

・第 36 回春季ハイキング 4/29（祝） 場所未定

都内各地

北区
・第 36 回春季フットサル大会

水泳
・第 19 回東京辰巳水泳大会

4/3( 日 ) 浮間子どもスポーツひろばサッカー場

5/29（日） 東京辰巳国際水泳場

バレーボール

機関紙・会報いただきました！

板橋区
・板橋ミックスバレーボールオープンリーグ

スキー

5/1( 祝 )

・レディースバレーボールオープンリーグ

・山スキー教室
4/1( 金 ) 〜 3( 日 )

蓮華温泉

4/23（土）〜 23（日） 至仏山
5/2( 月 ) 〜 5( 祝 )

八甲田山

・第１回スプリングフリーレッスン
4/16( 土 ) 〜 17( 日 )

宿泊：丸木屋

・第 2 回スプリングフリーレッスン
5/14( 土 ) 〜 15( 日 )

4/3、5/4，8( 日 )

宿泊：丸木屋

滝野川体育館

・第 36 回春季シニアバレーボール大会
滝野川体育館

・第 36 回春季ミックスバレーボール大会
5/15( 日 )

NEWS」 第 94 号
東京卓球協

・「シャスネージュ」 NO.209 号

・第 36 回春季バレーボール大会

5/29( 日 )

千葉県連盟
・「STTA

小豆沢体育館、赤塚体育館

北区
4/3、5/1( 日 )

5/3（祝）〜 5（祝）

・「Sports Net ちば」No．106

小豆沢体育課

旧西浮小体育館、堀船小体育館
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町田シャスネージュスキークラブ
・「シーハイル」 No.309
シーハイルスキークラブ
・「こなゆき」 NO.204
スキークラブこなゆき

