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新年あけましておめでとうございます。

年が明けて、新日本スポーツ連盟結成５０周年の年を迎え
ました。その意味でもおめでとうございます。

くのは、本来行政が責任をもって施設をつくって、必要な助成
金も出し、指導者養成などのプログラムを提供するなどやら

半世紀にわたって「いつでも どこでも だれもが スポーツ

なければならないと考えます。しかし、日本では国や地方自治

を」と謳った、「スポーツは人々の基本的権利」の理念を基礎

体は、そのことを半ば放棄しています。だからこそ、スポーツ連

にした活動を続けてきたことを大変誇りに思います。

盟はスポーツ団体としての使命が大きくなっています。

見事に、スポーツ連盟のスポーツ活動は、全国各地に花を

これから先の半世紀に向かって、益々重要になってくる

咲かせています。ここ東京でも大きな花が咲いて、市民スポー

人々のスポーツ活動です。日常の生活の中で心身の健全な

ツの発展には一役も二役も買っています。

発達のためにスポーツは欠かせません。だれもがスポーツを楽

主だった種目競技の活動を挙げさせていただくと、ランニ

しめる環境をつくるために、今年も大いなるスポーツ活動にま

ングクラブ主催大会では春季陸上、ナイター陸上、東京スポー

い進しましょう。人と人との絆を育み、それぞれの存在感をお

ツ祭典陸上など、それぞれの大会から計 10 個以上もの多く

互いに確認しながら、市民スポーツの発展に期待を寄せて。

の大会新記録が誕生し、日本新記録まで飛び出しました。

結びに、２０２０に開催される東京オリンピック・パラリンピック。

水泳協議会では、第３０回東京年齢別水泳大会が大盛況

世界のだれもが賞賛を送れるように準備されなければなりま

でした。募集開始からわずか 1 週間足らずで 100 団体以上

せん。スポーツ連盟東京は、「２０２０オリンピック・パラリンピック

900 人を超えるエントリーがあり、満員御礼となってしまったた

を考える都民の会」に集まる市民団体や労働組合と共同して、

め、参加をお断りしなくてはならない状況となりました。

大会組織委員会や東京都に対して、「既存の市民スポーツ施

卓球協議会では東北大震災以降、復興支援のために、必

設を壊さないで」「開催時期が全くスポーツに不向きな時期に

要なくなった衣類など大会参加者へ募り、それを役員のみな

行われることに警鐘をならし」「メインスタジアムは、神宮外苑

さんが宮城県女川町へ直接訪問し届ける活動を毎年行って

の自然や景観を損なわないようにするために、改修工事で整

います。そして、スポーツ連盟らしく、現地の方々とスポーツ交

備する」「パラリンピックの準備に際してはヨーロッパから２５年

流をすることで、スポーツをする喜びや楽しさも一緒に被災地

は遅れているという障害者スポーツの環境を整える」などな

へ届けてくれました。

ど問題点を指摘して、ことしも精力的に活動をしていきましょ

市民スポーツの観点では、恒常的に発展するその基礎を築

う。（理事長 萩原純一）

来る、2015 年 3 月 7 日（土）に第 49 回東京都連盟定期総会が「東京労働会館」にて開かれます。2 年間の活動の成果を全体
のものにして、次期 50 回を華々しく迎えるために、今後 2 年間の活動をいきいきと進めていくための大事な会議です。1 月 24
日の評議員会を経て総会議案が発表されます。総会をみなさんの参加と活発な議論で成功させましょう。また、各種目、地域組
織で代議員の選出をお願いします。明るい未来に向けて、活発な議論を行いましょう。

日時：2015 年 3 月 7 日（土）10 時～
場所：東京労働会館（御茶ノ水）

自然の中を気持ちよく走る ～第１３回検見川クロスカントリー大会～
１２月２１日（日）に東京大学検見川総合運動場で東京 RC と千葉 RC の共催
で第１３回検見川クロスカントリー大会が開催されました。前日までの雨がや
み、晴天に恵まれ風も無く絶好のレース日和となりました。土や芝生の上を
走るレースなので、低い所は雨の影響でぬかるんでいる箇所もあり、選手に
とっては少し走るのがきつかっ
たのではと思いますが、これが
クロスカントリーの醍醐味でも
あります。またアップダウンのある起伏に富んだ地形を繰り返し走り、自然豊かな
景色を楽しんで走るクロカンは、心を豊かにするランニングだと思います。今大会で
は、初めての試みとして、レース終了後に参加選手や役員が集まり、テーブルを囲み
ながらワインやビール、未成年の参加者にはジュース類を飲みながら懇親を深める、
初めての試みの交流会では飲み物が振舞われた

ささやかでしたが楽しい交流会を企画しました。選手の皆さんも気楽に参加して頂

きました。参加者からは、他の大会ではこのような催しがなく、今日は楽しかったとの声もあり、今後の大会でも皆さんの意見を
参考に、大会終了後の企画を考えていきたいと思います。参加選手の皆様、有難うございました。（佐藤正美）

1500ｍを小学生から７０代までみんな完泳！！ ～第 15 回中長距離大会～
１２月２１日（日）に第１５回中長距離大会が東京辰巳国際水泳場で開催され
ました。30 団体と個人参加の合計 251 人が参加しました。この大会は「競技
として中長距離を大会で挑む機会が欲しい」との要求が多くあったため、１９９
９年から始まった大会です。その為 1500ｍの競技は、８０名限定ですが、すぐに
定員一杯となってしまいます。1500ｍ初体験の小学３年生の男子生徒は「練
習では 1100ｍまでは泳いだことが
あるけれど、今日は泳ぎきるように
頑張る！！」と意気込みをみせて、小さ
い体ながら大人と一緒に泳いで見 折り返し監察員が赤い板を水中に沈め泳者に距離を知らせます
事に完泳しました。加盟クラブ「おやしお」は１８名の大人数でエントリーし、観客席に海・
白波・夕日をイメージしたという「おやしお旗」が久しぶりに掲げられたとのことでした。
最後の 400ｍリレーは各クラブやチームで選手、応援共に熱気を帯び、会場は盛り上が
おやしお会員の亀田進さんがデザイン

りました。中には男女混合 400ｍリレーに出場して、そのあとすぐに男子 400ｍリレーに出

場する選手もチラホラ。「キツイなー」などと言いつつも笑顔でレースを楽しんでいる様子でした。２０１５年２月１１日は東京水泳協議
会４０周年記念「東京水泳フェステバル」が同会場で開催されます。（宮内泰明）

ちょっとした疑問？？ Q＆A

水泳大会編

Q：800ｍや 1500ｍの長距離を泳いでいて選手は泳いだ距離を覚えていられるの？
A：1500ｍだと長水路（50ｍプール）だと１５往復。あやふやになってしまう選手も確かに多いですね。
そこで上記の写真にもあるように 800ｍでは 400ｍの時、1500ｍでは 500ｍと 1000ｍの時に、折り返
しに違反が無いかを見ている競技役員が赤い板を水中に入れ、距離を大声でコールします。また最後
の 100ｍで鐘（コースごとに違う音域）を鳴らして選手に知らせます。

12 月上旬に開催された IOC 臨時総会で「アジェンダ 2020」が決議されました。会場整備では、既存施設の活用が一層求めら
れ、一部の経済大国でしか五輪を開催できない現状を打開するべく、複数都市開催などを認めるなど新たな試みも盛り込まれ
ています。そのような状況の中で 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた東京都連盟の活動を報告します。

これでいいのか！？オリンピック開催計画 ～第３回提言討論会～
12 月 7 日（日）、明治大学リバティ―タワーで第 3 回提言討論会・東京
自治研集会が開催されました。講演は広島経済大学教授の内海和雄さ
んの「オリンピックの改革―理念・現状・改革」でした。
現在、オリンピック・パラリンピックは質の違った転換点にたっています。
70 年代から始まっていた大会開催の危機が現実となっています。経済的
に豊かな国でなければ開催できない状況です。「オリンピック憲章」に基
づく理念を実現することが求められています。それは、スポーツの普及・差

IOC は批判的擁護派の運動は歓迎しているとの見解（内海氏）

別の克服・義務教育の推進・人権擁護・貧困克服・国際平和の推進などです。特に IOC はオリンピックレガシー（遺産）を強調して
います。「2020 オリンピック・パラリンピックを考える都民の会」の提案を国民の声として IOC にぶつけることが必要だと述べられ
ました。さらに国内にももっと発信していくことが運動を進める力になるということでした。
都政研究家の末延渥史さんの提起は、そもそも開催都市としての資格があったのかという疑問をあげ、「2020 オリンピック・
パラリンピックを考える都民の会」の活動と提案により、少しずつ「計画」が変更されている現状が報告されました。オリンピック・
パラリンピックが終わって施設を使用する私たちこそがもっと声をあげなければと感じました。（小林章子）

2020 東京五輪の問題点が良く分かった ～板橋自治研記念行事～
12 月 6 日（土）に板橋生活と自治研究所総会の記念行事として「2020
オリンピック・パラリンピックを考える」と題し、講座が開かれました。東京
都連盟理事長の萩原純一氏（オリパラ都民の会事務局長）が 2020 東京
五輪の問題点、今後の課題を今までのオリパラ都民の会の活動の経緯を
振り返ながらお話ししました。そのなかで、オリパラ都民の会は以下の 5
項目に沿って今後、運動を展開していくと述べました。
①オリンピック・ムーブメントアジェンダ 21 およびアジェンダ 2020 を順守
した開催計画②開催都市にあったコンパクトなオリンピック③開催時期変更による選手・観客の安全性確保④パラリンピックの
準備と障がい者の社会参加計画の実施⑤オリンピック後の競技施設利用と市民スポーツ発展のための施策。
参加者からは、招致の時は関心があったが、今は身近な問題ではなくなり、全く関心が無くなってしまった。しかしずさんな計
画や様々な問題点が良く見えて勉強になったとの感想や、これほどまでに問題があったとは知らず非常に良い機会だった。施
設の後利用を考えなくてはならないとの意見、開催後、お祭り騒ぎだけでなく国民に広くスポーツが振興するような五輪にしな
くてはならない等々、多岐にわたり意見交換が行われ有意義な講座となりました。（宮内泰明）

ブックレット「転換点にたつオリンピック」のご案内

（特別価格 1 部 600 円）

2020 オリンピック・パラリンピックを考える都民の会の構成団体である革新都政を
つくる会がこの度、2020 東京五輪の問題点を分かりやすく解説したブックレットを
発売しました。
東京招致の本当の狙いは?8ｋｍ圏内にこだわり、何故臨海部に競技施設が集中して
いるの？真夏の暑い時期に開催して本当に大丈夫？
2020 東京オリンピック・パラリンピックについて考えてみませんか？

お申込み・お問い合わせは東京都連盟まで
TEL：03-3981-1345 FAX：03-3981-8315 Email：njsf@tokyo.email.ne.jp

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・１４年度東京リーグ後期 男子４部
2/1（日）東京武道館
・14 年度東京リーグ王座決定戦
2/1（日）東京武道館
・第１８回ラージボール大会
2/7（土）小豆沢体育館
・多摩 ABC＝XYZ 団体戦
2/11（水祝）柴崎市民体育館
・プログレスリーグ
2/17（火）東京武道館
・第 11 回合同練習会
2/25（水）中野勤労福祉会館
・第 12 回合同練習会
3/11（水）中野勤労福祉会館
・第 6 回町田オープン３ダブルス団体大会
3/14（土）町田総合体育館（メイン）
・オープンペアマッチ大会

3/14（土）小豆沢体育館

ランニング
第１３回多摩川ロードレース大会
2/8（日）国立市多摩川グラウンド
・月例多摩川ロードレース
3/8（日）4/5（日）
国立市営河川敷グラウンド横

2/22（日）、3/22（日）、4/19（日）

■練馬区
・MIX 団体戦
2/8（日）中村南スポーツ交流センター
■中野区
・ダブルスリーグ戦
2/11（水祝）中野体育館
■板橋区
・小豆沢レディースペアマッチ大会
2/28（土）小豆沢体育館
・板橋オープンペアマッチ大会（男女）

西口改札口 ９時４５分集合

野球

・第６回男女クラブ団体戦

スキー

2/1（日）土支田庭球場
・第 27 回 NERIMA CUP
2/22（日）土支田庭球場
■板橋区
・ミックスダブルス大会

3/7（土）加賀庭球場
・壮年ミックス団体戦

バドミントン

3/8（日）新宿スポーツセンター

2/14（土）京王線桜ヶ丘駅

2/8（日）、15（日）、22（日） 小豆沢野球場

3/27（金）東京武道館・駒沢体育館

・新宿 ABC＝XYZ 大会

市の緑道を歩き多摩センターへ

■練馬区

3/14（土）新河岸庭球場

■新宿区

・向ノ丘から樹木豊かな桜ヶ丘公園と近代都

・板橋交流リーグ戦

3/26（木）東京武道館・駒沢体育館

3/1（日）堀船小学校

ウォーキング

テニス

・男女ダブルス大会（２部）

・第 52 回北区スポーツ祭典 ABC＝XYZ 大会

2/11（水祝）東京辰巳国際水泳場

■板橋区

・多摩ジュニア（小中高生）シングルス

■北区

・東京水泳フェステバル

荒川河川敷

2/21（土）新河岸庭球場

・第 52 回中高生卓球大会

水泳

・月例赤羽マラソン

3/17（火）東京体育館（メイン・サブ）

3/24（火）泉市民体育館

2015 年 2 月～2015 年 4 月

・第１２回関東オープン団体戦
2/7（土）荒川総合スポーツセンター

・第５１回東京スポーツ祭典スキー競技大会
2/1（日）舞子高原スキー場
・湯の丸山・山スキー教室
2/14（土）～15（日）湯の丸山スキー場
・花岡 SL 練習会＆記録会
2/21（土）～22（日）石打丸山スキー場
・乗鞍高原山スキー入門教室
3/14（土）～15（日）マウント・乗鞍
・栂池高原山スキー入門教室
4/4（土）～5（日）栂池高原スキー場

～ 編集後記 ～
なんだか 1 年がだんだん早く

■北区

感じる。よく聞くことば。でもそれ

・第５１回北区スポーツ祭典高校生オープン大会

は本当らしい。3 歳の子供にとっ

3/24（火）、25（水）滝野川体育館

ての１年は人生の 1/3。昨年 38 歳

■新宿区

である私の 1 年は 1/38。60 歳の

・第 30 回新宿春季大会 男女Ｄ１～６部

方は 1/60、70 歳は・・・・。

3/29（日）新宿スポーツセンター

バレーボール

1/39 のうちに自由形 50ｍを
27 秒台で泳ぎたいもの。年初か

・東京後期リーグ戦６人制男女バレー

らお酒の誘惑と闘いながら気持

3/29(日)荒川総合スポーツセンター

ち新たに水泳の道に精進します。

■板橋区

皆様、本年も宜しくお願い申し上

・第５１回板橋スポーツ祭典レディースバレー大会

げます。宮内泰明

2/15（日）赤塚体育館
・第５１回板橋スポーツ祭典ミックスバレー
3/22（日）小豆沢体育館

