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東京都連盟は本年も活動旺盛に！！ 年初の各種目競技大会から
初出場の打瀬一心会が強豪をくだし団体戦優勝！！
～東京スポーツ祭典剣道大会～

結果は６年連続で１位のス
ラロームＳＣ、２位ＡＴＴＡＣ

１月１９日（日）に東京武

Ｋ、３位には１１年ぶりにシー

道館第二武道場にて第

ハイルＳＣが食い込みまし

50 回東京スポーツ祭典

た。２日目のオープン大会

剣道大会が開催されまし

では７９名のエントリーが

た。年明け早々の大会で

ありました。インターネット

したが、17 団体（うち 3

を見て参加した選手から

団体が初参加）90 名の

は「アットホームで、 レベ

参加があり、近年で最も多い参加人数となり盛り上がった大

ルが高い選手から初心者

会となりました。個人戦は初段以下と二段以上の部からなり、

もいて楽しめる大会です

高校生の参加も多く（7 つの高校が参加）、若さ漲る剣と体が

ね。運営もしっかりしてい

ぶつかり合う姿に魅せられる試合や、上段者の気合・剣・体の

て、また参加したいです。」

一致（いわゆる気剣体の一致）した、気迫と緊張感から出る 1

と感想を述べていました。

本に圧倒される場面も多々ありました。団体戦は高校の部と、

（東京スキー協小川洋）

剣道・スキー・水泳

クラブ対抗順位
順位
クラブ名
1 スラローム
2 ATTACK
3 シーハイルSC
4 雪舞
5 シュプール
6 まっくろけ
7 どさんこ
7 T・T・Tﾚｰｼﾝｸﾞ
9 銀嶺
10 練馬ヒューマン
11 日野風花
12 Buzz Style
13 ﾓﾙｹﾞﾝﾛｰﾃ
14 こなゆき
15 町田シャスネージュ
15 みなとしゅぷーる
15 コロポックル
合計

合計
61
55
49
41
26
25
23
23
21
18
13
10
9
8
1
1
1
385

一般の 部 から 構成 さ
れ、高校の部では常勝
校の松伏高校Ａ・Ｂ・Ｃ

圧倒的な強さをみせた松伏高校の皆さん

記録的大雪！！の中で～東京水泳フェステバル～
2 月 8 日（土）に

の 3 つのチームが優勝

東京辰巳国際水

（Ｃ）、準優勝（Ａ）、3 位

泳場にて第 10 回

（Ｂ）を独占し他を寄せ

東京水泳フェステ

つけない圧倒的な強

バルが開催されま

さを見せました。一般の部では初出場の打瀬一心会の快進撃

した。当日は明け

が止まらず常連、強豪の橋戸剣道団を下し優勝しました。次

方から雪が舞い、レース中はさらに雪の勢いが増すなか、辰巳

回は東京春季フェステバル大会で 6 月 29 日（日）に同会場で

国際プール内は外界とは対照的に選手や応援する人たちの

開催されます。（宮内泰明）

熱気に包まれていました。25ｍ完泳の種目では、まだ水泳を始

オープン大会を初開催～第 38 回東京スキー競技大会～

めたばかりの小さな選手が、寄り添って励ますコーチと一緒に

クラブ対抗はスラロームＳＣが 6 年連続優勝！！

完泳を目指しました。ファミリーリレーは家族対抗、リレーフェス

第３８回スキ

将来のオリンピック選手？ コーチと共に完泳

タは 1 チーム 8 人まで参加可

ー競技大会（2

能で笑いあり、ハプニングあ

月 1 日～2 日）

りと、クラブみんなで楽しく泳

が好天に恵ま

ぎます。加盟員だけのアット

れたなか、舞

ホームな大会ですがレベルは

子スノーリゾートにて開催されました。１日目のクラブ対抗戦で

年々上昇中！！今大会も新記録として 32 の記録が更新されま

は、１７クラブに一般参加者を加え、８７名がエントリーしました。

した。（宮内泰明）

革新都知事誕生ならず 都民スポーツ振興に向け引き続き運動を進めます！！
～東京都知事選を終えて～

（東京都連盟理事長 萩原純一）

都知事選挙では、ご協力ありがとうございました。革新知事の誕生はなりません
でしたが、９８万票を超える得票を得ることができました。東京都のスポーツ行政が
都民目線で行われるように、これからも東京都にはもの申す活動を進めていきまし
ょう。
東京都連盟は、宇都宮けんじさんの支持を表明し、革新知事の実現に向けて活
動を広げてきました。理事会は、各種目組織、地域組織でしっかり話し合いをしても
らうことと同時に多くの会員に支持を広げてもらうように呼び掛けてきました。 告
示日の前に「勝利をめざすスポーツ愛好者のつどい」を開催したこと、池袋の東口

45 名が集まったスポーツ愛好者のつどい

での宣伝活動などを行いました。そして、クラブの機関紙で会員のみなさんに支持をよびかけたスキークラブや、理事会で討議し
「今回は宇都宮さんしかいない」と話が深まったという地域組織も生まれました。
都連盟は、オリンピックについては、世界平和、友好、権利としてスポーツをとらえること、無駄をなくすこと、自然破壊をやめる
こと、都民のスポーツ活動を妨げないことなどを掲げて活動をしてきましたが、これらは、引き続き新しい都知事に要望していか
なければなりません。また、相変わらずスポーツ施設が不足して、都民が身近にスポーツをする環境は前進していませんから、こ
の点についても引き続き東京都に要請することなど活動を続けていく決意を固めています。 みなさんのご理解ご協力に、心よ
り感謝いたします。

杉並区の「施設再編整備計画」？？？

～見直しにむけ市民団体が集まり活動～

今、杉並では区立施設再編整備計画（案）が提案されています。目的は認可保育園と特別養護老人ホームをつくるためとさ
れています。そのために、3 つの施設が再編され、「あんさんぶる荻窪」という地域コミュニテイー施設は荻窪税務署用地と財産
交換となり、不便なところに移転します。そして杉並の財産というべき科学館は廃止となります。体育施設や集会施設の使用料
金は段階的ではありますが、2 倍になります。そして大会の 50％減免措置も廃止となります。杉並区の財政は良好です。しかし利
用率が低かったり、財政的に儲からないところを縮小する傾向があります。体育施設も利用している人としていない人の不公平
さを強調しています。それでは、地方自治体とはなんなのか疑問になります。各市民団体が集まり、もう一度見直してほしいとい
う会を結成しました。２月１３日には区役所前でアピール行動をし、区長と区議会会派に陳情文を渡しました。次はパネルディスカッ
ションを開いて、いろいろな人にこの計画の問題点を知らせたいと計画しています。

オリンピック、平和、板橋の文化・スポーツ施設

（杉並区連盟 小林章子）

～第 40 回住みよい板橋をつくる区民と勤労者のつどい～

2 月 11 日（祝火）に板橋区グリーンホールにて「第 40 回住みよい板橋をつくる
区民と勤労者のつどい」が開催されました。午前中に全体会を行い午後から 7 つ
の分科会に分かれそれぞれの問題点等について報告、討論が行われました。今回、
板橋区連盟と劇団の荒馬座が第 7 分科会「オリンピック、平和、板橋の文化・スポ
ーツ施設」の担当となり 12 名の参加者とともに意見交換や報告を行いました。ま
ず板橋区連盟の聞間さんから板橋区のスポーツ環境や状況についての報告、次に

各分科会からの報告の様子（全体会第 2 部）

東京都連盟の萩原理事長から東京オリンピックの問題点や課題についての報告がありました。その中で各方面から非難の声が
上がっている新国立競技場の問題、都民が利用しているスポーツ施設を壊したり、一時的に使用できない状態にして新たに競技
施設をつくることや、予算で湾岸部の液状化対策費用が盛り込まれていないこと、環境破壊をして競技施設をつくることなど
が述べられました。続いて板橋・生活と自治問題研究所事務局長の長島芳昭さんから、区の指定管理者制度について、営利を
追求するあまり「官製ワーキングプア」を生んでいるとの問題点が報告されました。報告後、質疑応答があり、オリンピック問題で
は、参加者からは初めて知ったとの声や驚きの声が多くあがりました。都民不在のトップダウンで決まった問題点が浮き彫りと
なりました。（宮内泰明）

第 45 期第 1 回東京都連盟評議員会
去る、1 月 25 日（土）に北区王子にある岸町ふれあい
館にて、第４５期第 1 回評議員会が、理事会からは 14 名、
評議員は１３名の参加により開催されました。今回の評議
員会では４つの議案が提案されました。①第４８回総会以
降の活動の報告と特徴と課題。②第４５期上期決算と下
期予算案。③東京都連盟職員就業規定変更について。
④2020 年東京五輪に向けた東京都連盟の取り組み。
についてです。第４８回総会以降の活動では、各種目組
織からは 1 年間の活動の報告があり、加盟クラブ数の減
少が共通した課題として挙げられ、今後どのようにクラブ数を増やすかが大きな問題として話し合われました。また、都連盟全体
では、板橋区連盟を中心にスポーツのひろばが 115 部購読増紙となったことや、チームゲーム種目の拡大の課題、多摩地域の活
動の強化、東京五輪開催に向けた今後の取り組みについてなどなど、時間が大幅に足りなくなってしまうほど多くの意見交換
が行われました。なお、提案された４議案ともに無事採択されました。第４５期後半の活動では、各組織の目標に向けて奮闘される
ことを期待します。（細野）

東京都連盟主催

新春交流ボウリング大会＆新年会

年明け、1 月 11 日（土）に西台駅よりすぐの場所にある「トミコシ高島平ボウル」に
て、毎年恒例となっている都連盟交流ボウリング大会を今年も行いました。都連盟理
事会をはじめ、近隣地域からは板橋区連盟や北区連盟、種目からは水泳協議会がチ
ームを組んで参加してくれました。今回は、地域や種目の交流をより深めてもらう方法
として、レーンごとにチームは分けず、違
うチームのペア同士が１つのレーンで投

優勝した板橋区連盟のみなさん

げるようにして、交流を深めてもらいました。どのレーンも大盛り上がりで、ハイタッチ
や新喜劇のようにみんなでズッコケてしまうシーンもあったり、スポーツの力で交流
の輪が広がりました。栄えある優勝を手にしたのは、昨年に続き板橋区連盟が２連
覇、続いて北区連盟、水泳協議会、都連盟理事会の順となりました。終了後は、近く
準優勝した北区連盟のみなさん

の居酒屋で新年会を行い、ボウリングの時以上に？話に花が咲きました。今年は残
念ながら参加できなかったみなさん、来年は是非ご参加ください。（細野）

リレートーク

体罰・暴力問題を考える⑨ ～スポーツ界に依然として蔓延る「体罰・暴力・ハラスメント」～

「体罰と暴力」の言葉からは、支配・服従・屈服・制裁、人間らしさと尊厳の否定が連想されます。
学校教育においても、教育荒廃、いじめ、非行などの問題解決にあたっては、厳罰主義ではなく、子ども、保護者、教職員、教
育関係者の連携、一体となった教育的対応指導力が発揮されることが大切になっています。
スポーツ界に、「体罰と暴力」が依然として蔓延する一つの理由には勝利至上主義があります。金メダリストのように、優勝者・
団体にはものすごい栄光・陽光が進みます。
監督・指導者・学校・団体の名声が高まります。勝たないと評価されない一面的評価の風潮。社会のしくみが大きくなると、監
督、指導者の人間性・人間的指導力にゆがみが生じるように考えられます。「体罰と暴力」が一時的に青少年を鍛え、士気高揚
等を促したように思えても、その慢心は「体罰と暴力」を美化し延らせるものになるので自己点検と指導者養成が必要です。
（剣道錬士七段 角田範夫）

東京都連盟スポーツカレンダー 2014 年 4 月～2014 年 5 月
卓球
・男子だけの年代別個人戦卓球大会
４/１９（土）荒川総合スポーツセンター
・２０１４年度前期プログレスリーグ
4/24(木) 駒沢体育館
・東京リーグ前期 男子２部、女子 1～3 部
4/29（祝火） 東京武道館
・多摩年代別シングルス卓球大会
５/５（祝月）泉市民体育館
・大田スポーツ祭典 MIX 団体、女子団体
５/18（日） 大田スポーツセンター
・第２回多摩ハッピーカルテット男女 P リーグ
５/28（水） 柴崎体育館
■板橋区
・板橋オープン３ダブルス大会
５/24（土） 小豆沢体育館

・第３９回春季ミックスダブルス大会
４/２０（日） 新河岸川庭球場
・第３９回春季ミックスダブルス団体戦
５/４（日） 桐ヶ丘庭球場
■板橋区
・第５１回スポーツ祭典男子・女子・壮年男子
シングルス大会
４/２６（土） 新河岸庭球場
・壮年男子ダブルス大会
５/2４（土） 加賀庭球場

バドミントン
・第１１回東京春季フェスティバル

■北区
・北区春季大会プログレスリーグ卓球大会
４/５（土） 桐ヶ丘体育館
■荒川区
・第２回荒川春季団体戦
4/１9（土） 荒川総合スポーツセンター

ランニング
・春季陸上大会
4/5（土） 駒沢公園陸上競技場
・ふれあい赤羽駅伝
4/20（日） 荒川桜堤緑地土手
・月例赤羽マラソン
4/27（日） 5/25（日）荒川河川敷
・月例多摩川ロードレース

ウォーキング
・第１２４回例会 万葉の面影を残す横山の道
４/1９(土) 小田急多摩線唐木田駅９：４５集合
・東京大仏に逢いに行こう！イケメンらしい
５/１０（土） 都営三田線高島平駅９：４５集合

野球
・第１１回春季フェスティバル野球大会
４/６（日）、５/11（日） 駒沢公園軟式野球場

・春季会長杯

■中野区

４/1３（日）、２０（日）、５/11（日）、２５（日）

・第２６回中野春季大会

戸田橋緑地野球場

4/29（祝火） 中野体育館

４/1３（日） 上石神井体育館

５/２５（日） 東京辰巳国際水泳場

5/3（金） 荒川総合スポーツセンター

・第２８回中野オープン大会一般年代別Ｓ

・第３８回春季卓球大会

・第２２回東京辰巳水泳大会

■板橋区

男女Ｄ、混合１～３部、シニア

■練馬区

水泳

男女混合Ｄ1～5 部

■中野区

４/２６（土） 中野体育館

４/1３（土）、５/２５（日） 赤塚体育館

■北区
・第３８回北区春季大会 男女Ｄ１～３部
5/4（日） 桐ヶ丘体育館
■荒川区
・第 2 回荒川春季男女別団体戦 1～3 部
4/12（土） 荒川総合スポーツセンター
■練馬区
・第１０回スポーツ連盟練馬春季大会
４/６（日） 光が丘体育館

スキー
・ガーラスプリングフリースキーレッスン
４/1２（土）1３（日） ガーラ湯沢スキー場
・春の八甲田山・山スキー教室
５/３（土）～６（火） 青森県八甲田山周辺

ソフトボール
・春季フェスティバルソフトボール大会
５/1８（日）５/２５（日）駒沢公園軟式野球場

空手
・春季フェスティバル空手競技大会
５/２５（日） 東京武道館第二武道場

バレーボール
・東京前期リーグ戦６人制男女バレーボール
4/29（祝火） 東京武道館

編集後記
現在冬季オリンピック・パラ

■北区

リンピックがソチで開かれてい

・第３９回春季バレーボール男女オープン大会予選

ます。１０代の若者の活躍は頼

4/6（日） 滝野川体育館
・第３９回春季バレーボールシニア大会
5/11（日） 桐ヶ丘体育館

もしいですね。相変わらずマス
コミの報道はメダル至上主義で
す。そのなかでモーグルの上村

■板橋区

愛子さんの 4 位のすがすがしい

4/13（日） 5/11（日）多摩川河川敷

・第５１回板橋スポーツ祭典

表情が印象的でした。そしてフ

テニス

ミックスバレーボールオープン大会

ィギュアの浅田真央さんのフリ

・多摩春季オープンテニス大会
4/6（日） 都立小金井公園テニスコート
■北区

４/２７（日） 小豆沢体育館

ーの演技に心が震えました。あ

５/1８（日） 東板橋体育館

りがとう。
（小林）

レディースバレーオープン大会

