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日本の八月は「反核・平和の月」

街ゆく人に走りながら、
楽しく、平和をアピール

1945 年に広島・長崎に原子爆弾が投

公園を目指す 3 コースで開催されまし

セージが寄せられました。いずれも反

下されて 64 年。今年も 8 月 1 日（土）

た。区役所前広場などで休憩をとりな

核平和マラソンについて「誠に意義深

に 14 回目をむかえる東京反核平和マラ

がら、都内で平和をアピールする行動

く、その取組に対し深く敬意を表しま

ソンが行われました。今年は例年に比

に、93 名のランナーが参加しました。

す」
、
「取組みを続けられますことを期
待いたします」と私たちの活動を励ま

べると非常に涼しく走りやすいコンディ
ションのもとでの開催となりました。

世界的に核兵器廃絶の世論が高まる

す内容になっています。

この反核平和マラソンは、タイムを

今年は特にアメリカのオバマ大統領

このような時に「一人ひとりができ

競うレースではありません。ランナー

がプラハでの演説で「核兵器のない世

ることから行動を起こそう」と東京反

全員で沿道の方々に「核兵器廃絶」な

界を目指す」と述べたことが、核兵器

核平和マラソンが行われ成功したこと

ど平和を訴えながら、1 キロ 7 分ほど

廃絶の運動を勢いづけ、世論を動かし

は大変意義あることでした。今後も核

のペースでゆっくりと歩道を走るイベ

ています。また、新日本スポーツ連盟

兵器廃絶の運動を強めていくためにも

ントです。

が各地で行っている反核平和マラソン

来年は、反核平和マラソンにさらに多

に対し、平和市長会議と日本非核宣言

くのみなさんが参加されることを期待

自治体協議会から、新たに賛同のメッ

します。

今年も昨年に引き続き夢の島公園、
北区役所、大田区役所を出発し代々木
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協力していただいた自治体・団体
（後援名義）港区、中央区、日本非核宣言自治体協議会、平和市長会議
（メッセージ）狛江市、武蔵野市、日野市、北区、日本非核宣言自治体協議会、平和市長会議
（区役所前広場の利用）江東区、中央区、港区、大田区、北区、板橋区、豊島区

平和市長会議…荒木武・広島市長（1982 年）
が、世界の都市が国境を超えて連帯し、とも
に核兵器廃絶への道を切り開こうと提唱しう
まれました。1990 年には NGO として認め
られた。現在、世界 134 カ国・地域 3,104
都市の賛同を得ています。
日本非核宣言自治体協議会…１９８４年に広
島県府中町で設立。生命の尊厳を保ち、人
間らしく生活できる真の平和実現に寄与する
ため、全国の自治体さらには、全世界のすべ
ての自治体に核兵器廃絶、平和宣言を呼びか
けるとともに、非核都市宣言を実施した自治
体間の協力体制を確立することを目的とする。

全国の「反核平和マラソン交流集会」が広島で開催されました！
８月５日、広島市内に於いて新日本スポーツ連盟と第 27 回広島・長崎反核平和
マラソン実行委員会の共催による「反核平和マラソン交流集会」が開催されました。

東京反核平和マラソン実行委員会か
らは、都連盟の井上事務局長が参加し
ました。集会には、翌６日に広島の平
和公園から長崎に向けて出発する平和
ランナーのみなさんが約 20 名も出席
し、全国連盟スポーツ権運動局の吉成
克実理事から、主催者を代表してあい
さつが行われました。
集会では、各地の反核平和マラソン
の交流のほか、来年の開催に向けて東
京〜広島・長崎 1500km 反核平和マ
ラソンの提起も行われました。

8 月 6 日、平和公園内でランナー・要員の記念撮影。これから 3 日間で
500km という過酷な反核平和マラソンが始まる。東京の参加者もいます！

FSGT 代表団
が来ます！

9/18
〜 20

（編集部）

フェアプレーを発揮し合う “ 熱い ” 国際交流
―FSGT 代表団歓迎フットアセット東京大会

フ ラ ン ス 発 祥 の 7 人 制 サ ッ カ ー、

全国サッカー協は、過去２回 FSGT

るなど、両組織の種目レベルの関係者

フットアセット（FA7）。全国サッカー

からの招待を受け、FA7 の代表団をフ

たちが共同してこの交流を成功させよ

協議会は 9 月 18 日に FSGT の 9 名の

ランスに派遣しています。その経緯か

うとする新しい取り組みも進んでいま

代表団を迎え、10 日間の滞在中に東

ら、
「大変そうだが、いつかは日本に

す。全国サッカー協では、この準備と

京、神奈川、大阪で大会を開催します。

も招待しなければ」という義務感にも

並行して FA7 のガイドブック作りも

東京の大会は 9 月 20 日に駒沢第一球

似た思いが全国役員の中にはありまし

進めており、今年は日本での FA7 の

技場で行われ、これまでにこの競技を

た。しかし、昨年の 8 月に正式な招待

さらなる普及に向けた重要な年といえ

経験したことのあるチームを中心に参

をして以来、準備スタッフ間の綿密な

そうです。

加してもらい、本場のプレーを体験す

メールのやり取りや、今年に入ってか

ることによってさらに FA7 の魅力を

ら 2 度の全体会議の開催など、次第

知ってもらえたらと期待しています。

に内部に連帯感が生まれ、みんなで国

そして、将来的には、今回参加される

際交流を楽しみ FSGT との友好的な関

チームおよび各選手がこの競技を日本

係を発展させていこうとする気運が高

で普及していく主体となっていってほ

まってきました。また、今回は FSGT

しい、私は FSGT 代表団招待の責任者

の FA7 の責任者フィリップと全国サッ

の一人としてそのような願いも持って

カー協の準備スタッフとが直接のメー

います。

ルのやり取りを通して、情報交換をす
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（東京サッカー協 FA7 担当

宇野健治）

萩原理事長の FSGT「子供スポーツフェスティバル」体験記
「スポーツをすること」は子どもの権利〜スポーツにより心身を成長させ、笑顔あふれる子どもたち
この間様々な種目やイベントで交流を深

多彩な種目によって心身の成長を

めてきたフランス労働者スポーツ・体操

日本のように、1 つの種目を徹底し

連盟（以下、FSGT）から、新日本スポー

て教えるというスポーツ感覚ではな

ツ連盟に、ユネスコ子どもの権利条約制

く、たくさんのスポーツの中から子供

定 20 周年を記念した「第 4 回子供スポー
ツフェスティバル」（6/16 〜 21）の招待
状が届きました。これに、長年子どもた

の心身を伸ばす取り組みとして位置づ
けられており、子供たちの笑顔があふ

ちのスポーツに関わってきた萩原都連盟

れて、それはそれは楽しく素晴らしい

理事長と石川正士神奈川県連盟理事長が

取り組みでした。

参加しました。

「第 4 回子供スポーツフェスティバ
ル 」 は、6 日 間 に わ た っ て 子 供 達 に
様々なスポーツを体験させるものでし
た。スポーツだけでなく、「子供の権
利」を学ぶコーナーがあり、子供たち
がゲームをしながら「子供の権利」を
学ぶというシステムにも感心させられ
ました。

てもらえたことが、私にとっては格別

どんな種目が行われたでしょうか。
陸上系では、ハードル、短距離走、や

では、個々の種目組織では、子供を対

り投げ、体操系では、器械体操、トラ

象としたスポーツ活動は行われていま

ンポリン、組体操、球技系では、サッ

すが、これほどの文字通り一丸となっ

カー、ラグビー、ハンドボール、バレー

てのイベントは現在ありません。

ボール、アウトドア系では、自転車、

フェスティバルの会場となったスブ

ペタンク、テニス、フリークライミン

ラン市の広大なスポーツ施設。市長、

グ、ローラーブレード、インドア系で

教育長が率先して参加し、小学校のク

は、レスリング、ボクシング、ダブル

ラス担任が子供たちを引き連れてこの

ダッチ等です。これらを時間単位で移

イベントに参加する。こぞって、子ど

動して多くのスポーツを体験します。

もの権利を守ろうという大人たちの熱

社会全体が大きく後押し
私は土曜日、日曜日に行われたバ
レーボールでインストラクターとして
お手伝いをしました。フランスでの青
少年にはバレーボールは日ごろ縁遠い
多種多様な種目を実施。これは「ダブルダッチ」

に嬉しいひと時でした。スポーツ連盟

種目のようで、その分大変興味を持っ

い思いが結集したイベントだったのだ
と振り返っています。
今回のフェスティバルを通じて得ら
れた経験を活かし、新日本スポーツ連
盟として、全国でも、私たち東京都連
盟でも「子供スポーツ」に大いに力を
入れていきたいと思っています。そう
してこそ、招待してくれた FSGT に応

第 28 回全国スポーツ祭典の成功をめざす
第４回祭典実行委員会が開かれる
本会議は、７月 18 日に浜松町の海員会館において、陸上、
サッカー、バレー、野球、ソフトボール、ウォーキング、バスケッ
トの７種目から 10 名、東京、
神奈川、
千葉県の各連盟から４名、
全国スポーツ活動 ･ 組織局から３名の全体で 17 名の出席で
開催されました。
４月７日の第３回実行委員会以降では、会場確保の面では、
東京体育館を卓球大会で確保できましたが、野球、バドミン

えることになると思います。 （萩原）

東京卓球協議会の活動が卓球専門誌
「卓球王国」に紹介される！
「卓球王国」９月号の特集「卓球人口は増えている」の一
環として、ここ急速に愛好者を増やしている新日本スポー
ツ連盟の活動を紹介したいということで実現したものです。
一昨年、日本卓球協会から「新日本スポーツ連盟の大会
に日本卓球協会の登録会員が参加することは望ましくない」
という通達が出されましたが、新日本スポーツ連盟では、こ

トンで要請した立川の施設は断られました。
来年の全国祭典を広く愛好者へ知らせるために、
「呼びかけ
チラシ」を９月末に作成する予定でしたが、祭典スローガン

のようなことは真の卓球の発展に繋がらないと、この間日
本卓球協会との懇談を行なってきました。

の募集の取り組みが間に合わず、遅れそうです。他団体との

多くの卓球愛好者の読者を持つ「卓球王国」が、新日本ス

協力を推進していくためにも、「祭典の歩み」と「祭典趣旨」 ポーツ連盟の活動に関心を抱き、「お互いに協力しながら卓
球人口の拡大への道を探れないだろうか」とか、「排除、禁
を作成することが必要とその案について討議されました。
次回の第５回祭典委員会は９月 12 日（土）に開催予定です。 止ではなく融合 ･ 協力の方向へ進むべきだ」と提言している
（編集委員・北川） ことは大いに共感するところです。
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（編集委員・北川）

他団体の大会への出場禁止に「納得いかぬ」

〜青森愛球クラブが日本スポーツ仲裁機構に申し立て
2009 年 3 月 20 日、青森市軟式野

月 8 日、
日本スポーツ仲裁機構から「青

新日本スポーツ連盟の大会は青森市軟

球連盟は評議員会議で「登録チーム及

森市軟式野球連盟による大会参加を制

式野球連盟加盟の 7 チームを加え無事

び選手は他団体（マルハンカップや新

限する決定を取り消す」という仲裁判

開催されました。

日本スポーツ連盟など）が主催する大

断が示されました。

工藤さんは「今回の紛争は、青森市

会に参加してはならない」と決定しま

「どんな大会でも野球を楽しむ機会

軟式野球連盟の運営の実権を一手に握

した。これに対して、青森愛球クラブ

を多く持ちたい、というチームはたく

る一役員（事務局責任者）主導による

（※ 1）は、
「他団体主催の大会への参

さんあるんですよ」と、青森愛球クラ

全国的にも特異な例かもしれません。

加を禁止するのはおかしい」と訴求。

ブ代表の工藤志郎さんは、青森市軟式

競技団体は、競技者の意見・要望を取

日本スポーツ仲裁機構（※ 2）に不服

野球連盟の理不尽な決定に真っ向から

り入れる民主的な運営を心掛けるべ

の申し立てを行ないました。そして 7

立ち向かいました。この仲裁判断の後、

き」と述べています。
（編集委員・佐藤）

※1

青森愛球クラブ…新日本スポーツ連盟青森県野球協議会所属全国大会に第 1 〜 10 回まで連続出場。全国優勝 2 回

※2

日本スポーツ仲裁機構…日本でスポーツに関する紛争の解決を行なう機関

東京水泳協
江東水泳連絡会

亀戸火曜クラブ
「みんな自由奔放、でも仲が良い。ストレス発散できる場所」
Welcome to OUR SP☺RTS Club

クラブ紹介

クラブ名：亀戸火曜クラブ
クラブ員数：11 名
代表者名：丸橋

みち

さん

活動場所、主な練習日：亀戸スポーツセ
ンター、毎週火曜日 11 時 45 分〜 13 時
30 分

私たちのクラブは 18 年間続いてい
ます。その間には、クラブ員の激減、
財政の危機、コーチの病気などなど波
乱万丈がありました。でもクラブ員の
豊富な英知のおかげで、切り抜けてき

今年のお花見の時の全員での集合写真です。

ました。
現在は、
「1500m にでてみようか！」

前列左から 3 人目が丸橋さん

クラブ PR
①練習・指導について

②運営・メンバーについて

と、目標を語るクラブ員が続出して、

・コーチの指導がとてもおもしろい。

・クラブ運営のことはみんなで分担し

みんなで鮪の群れのように（5 〜 6 人

・科学的水泳論の雑談が楽しい。

ます。会計、会場確保、交流会…実は

ですが）遊泳しています。

・泳ぎについての事を素直に話せる。

代表が一番楽かも！？

・自分だけに合う、納得できる泳法で

・意地の悪い人は 1 人もいません。

ベルに応じてアップの段階から、どん

指導してもらえる。

・明るくて、笑い好き。好奇心も旺盛

どん泳ぐ組、水中歩行から始める組に

※画一的な教え方はせず、それはもう

です。そしてなぜか純情なんです。

分かれ、無理なく自分のペースで行え

個性的な教え方ですが、とても丁寧に

興味を持った方、いつでも遊びに来て

ますよ。

わかりやすいんです。

ください。待ってマ〜ス♪

練習は準備体操の後、それぞれのレ

※クラブ紹介記事募集中！

あなたのクラブを都連盟のみなさんに紹介してみませんか？練習の様子、歴史など、クラブの
PR ポイント等を書いて都連盟まで送って下さい。
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宛先は 1 ページの右上を参照してください。

東京都連盟
ＮＥＷＳ

です。もう１人のプロコーチ、大野さ

各世代別に分かれ、競い合う

んの指導で毎回テーマを設定、今回は

「板橋スポーツ祭典卓球大会」

サービスのみ、次回はボレーのみと練

上板橋体育館

8/1，8

習に焦点をあわせ、後半は応用編で練
８月１日、８日の二日間にかけて、

習試合を楽しみます。
継続して参加する人が多く、実力が

板橋スポーツ祭典卓球大会が開催され

１５年間続いている伝統あるリーグ戦

どんどんつき、連盟主催のテニス大会

ました。１日に行われた年代別団体戦

杉並区前期バスケットボールリーグ

に参加し、活躍している姿は我々ス

は、３人から５人の範囲で構成する１

クール担当者の生き甲斐にも感じられ

チームのメンバーが、40 歳代、50 歳

ます。

代、60 歳以上と、年代別に定められ

本リーグも 2009 年度前期リーグで
30 シーズン目を迎えることになりま
した。今シーズンも 6 チーム 3 部編成

（中野区テニス協議会理事

三浦

徹）

たクラスで行われる試合形式です。た
だし、上の年齢のプレイヤーが下の年

の都合 18 チームが参加してします。

代に参加することは可能です。試合は、

各部総当たりのリーグ戦で合計 45 試

ダブルス１試合とシングルス２試合の

合が行われます。一試合当たり 15 名

合計３試合で行われ、２試合先取で勝

参加と仮定すると、のべ 675 名、前

敗を決定します。年代別団体戦には、

後期合わせると 1300 名ほどの選手が

59 チームが出場しました。

参加するイベントとなっています。毎

８日の女子一般団体戦は、ダブルス

回各部の入替え戦を行い各チームの交

２試合、シングルス３試合の合計５試

流と同時に向上心の維持が図られてい

合で行われ、２４チームが出場しまし

ます。

た。

現在の一番の問題は、年間 90 試合

（編集部）

中高年の方にもスポーツする機会を提供

のための体育館確保と審判、オフィ

第 47 回北区スポーツ祭典シニア

高すぎる使用料に関して区と交渉を続ける

シャルのレベル維持です。まだ取り組

バレーボール大会 滝野川体育館 8/2

新宿バドミントン協議会第 12 回総会

本大会は 10 年前に「中高年にスポー

８月１７日、高田馬場において例年

ツの場を提供しよう」というスローガ

通り、定期総会を開催しました。活動

ンのもと始りました。皆さんの協力を

方針、役員改選、会計報告等が行われ

得て年々参加チームが増えてきた事は

ました。

みには温度差ありますが、今後もこの
リーグを維持していくためには、参加
各チームのますますの協働が不可欠だ
と思います。
（リーグ世話人・MMF 菰田）

喜ばしい限りです。
3 か月かけてじっくりテニスが学べる

中野区テニススクール
中野区テニス協議会では A 〜 G コー
スまでのテニス教室を用意していま

楽しみ方は、勝利にこだわり勝ちに

しが、相変わらず新宿スポーツセン

いくチーム、試合を通じ仲間との交流

ターの使用料は他区と比較すると数倍

を深めるチーム、体を動かすことを目

です。これは新宿区の後援が得られな

的として勝敗にはこだわらないチーム

い事に起因しており、後援を求める交

など、様々です。

渉を続けていますが、新宿区では後援

す。それぞれの T・P・O に合わせて

試合後に「本当に楽しかった」と声

テニスを楽しめるよう考えています。

をかけてくださる方が年々増えてきて

コーチはプロの中屋晋コーチ、アシ

いるのが参加チーム増加の証であるよ

スタントに杉山コーチ担当です。この

昨年度も議題の一つに挙げられたま

うに思えます。

事業自体を減少させたい意向があり、
未だに進展は見られません。
しかし、３月にスポーツセンターの
指定管理者（東宝サービス）と新宿区

レッスンの特徴は開始時間から終わり

今回の参加チームは 26 で 250 人強

連盟との間でバドミントンの０９年度

まで、徹底した理論の説明の上で 練習

の選手が参加されました。試合はチー

の優先使用行事が内定できたのは収穫

を行なう事で、” コーチがやって見せ、

ムのレベルに合わせ、3 つのブロック

でした。引き続き、新宿区とは粘り強

言って聞かせて、させてみて・・・” コー

にクラス分けして行いました。試合内

く交渉を続けていく予定であり、その

チ、スクール生徒が一体となって練習

容は 3 セットまで進む白熱して接戦が

際には皆様の支援をお願します。

に励む姿勢です。

多く、参加チームには大いに楽しんで

月一回の第 2 土曜日早朝はサラリー
マン、主婦を対象に 6 時〜 8 時の練習

もらえたと思います。
（北区連盟シニアバレーボール委員会）
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また、今年度中、または来年度より
２クラブが新規に加盟されました。
（新宿バドミントン協議会会長・大野）

650 人がエントリーした、夏場の定番！

03 分・5km2 時間 47 分と各遠泳班全

ムの合計 120 チーム、個人戦には中

ナイター陸上競技大会

員が完泳しました。子ども達 3 名の初

学 354 人、高校 431 人の計 785 人と

江東区夢の島競技場

級班、初めて海を経験する人を含めた

なり珍しく定員割れになるという参加

泳力向上、各々素晴らしい成果を収め

状況でした。

7/20

夏場の大会として定着した感のある

「私の宝物です」と、担当指導員から

原因としては、大会期日が考えられ

ナイター陸上競技大会。11 回目を迎

記録証を受け取り笑顔で帰路に着きま

ます。夏休みは各学校でいろいろな行

える今回も多くのアスリートたちの熱

した。

事が催され、また他団体の卓球大会な

戦で盛り上がりました。

（第 38 回東京海の水泳教室
事務局長・宮久保）

まだ日差しが高い中で行われた一般

す。今後、事前の調査などよく行い中

男子１００m（１４組）では、暑さ、
強風という悪条件の中、１０秒台が２
人出るというハイレベルな戦いとなり
ました。

どと重なったりすることが多いからで

若い世代の参加が増え、レベルが向上

第 46 回東京スポーツ祭典卓球団体戦
中央区総合スポーツセンター、他
8/1，8，9

高生が参加しやすい日程を組めるよう
気をつけたいです。
（東京卓球協議会中高生担当 藤岡節子）

照明が灯った１９時から行われた
女子５０００m では、１８分台が６
人と見応えのあるレースとなりまし
た。６組タイムレースで行われた男子
５０００m も高湿度とのたたかいとな
りましたが、それぞれのクラスで競い
合い、自己記録への挑戦をかけて走り

本大会は今年から、一般の部とベテ
ランの部と分離開催となりました。こ
こ数年、参加レベルが上がり男女とも、
若い選手中心のチーム、大学、実業団
リーグなどで活躍した選手を補強した
チームの活躍が目立っています。最近
若い世代にスポーツ連盟の趣旨・競技

ぬきました。
（東京 RC ニュースより編集部まとめ）

内容が理解され、全国大会に出て、強
い選手とやってみたいという要望が集
約できていると感じています。
年配の方たちのチームが少し参加を

照りつける日差しの下でも、自然の優しさ
に包まれた楽しい一日

東京ウオーキングクラブ 8 月例会
阿佐ヶ谷駅集合

8/22

控えておられたのが残念でしたが、息
が抜けない試合が多く、観戦していて
見応え十分でした。
（東京卓球協・赤坂）

連絡・注意事項の伝達及びストレッ
チの後、阿佐ヶ谷駅前の中杉通りを南
に向かい青梅街道を横断、善福寺川・
児童橋から川沿い 6,2km を遡流し善

第 38 回東京海の水泳教室大成功！
館山北条海岸

7/31 〜 8/2

寒さの限界に挑戦した今回の遠泳

福寺公園へ。緑濃い木々が涼しさを演
今、中学生に卓球が人気！

第 12 回関東オープン中高生卓球大会
駒沢体育館、東京武道館
7/28,29 8/10,11

じていましたが、途中から陽が直接肌
をじりじり照りつけてきました。しか
し垣根や空地に綺麗に咲いた花や川中
の鳥や魚が通行人を優しく労ってくれ

でした。7 月 31 日〜 8 月 2 日、千葉
県館山北条海岸にて、31 名の参加者、

３月の春休みの大会に続いて、夏休

10 名のスタッフで開催されました。

みの関東オープン中高生大会が、7 月

異常気象と言われ海水温度がなかなか

28 日、29 日に駒沢体育館で団体戦を、

に到着し、ちょうど 12 時に昼食休憩

上がらず、開催当日も 22℃〜 25℃く

8 月 10 日、11 日に東京武道館で個人

をとりました。皆さん、持参した食べ

らい。常連の参加者でも「冷たすぎて

戦が開催されました。

物を他の方にも配られ、楽しい時間に

辛い」「足が重くなって動かない」な

５月に横浜で世界大会が開催され、

ました。
善福寺公園「下の池」を過ぎ「上の池」

なりました。食事後、地名の元になっ

どなど、泳者には初めての厳しい体験

日本の中学生の大活躍があり、連日テ

た善福寺を経て、
「女子大通り」を西

をした今回でした。最終日の磯遊び、

レビで放映された影響もあって中学校

荻窪駅まで全員完歩しました。完歩証

初めての企画でしたが雨のため実施で

のクラブ員が増えています。これまで

を受け取り来月の再会を確認し解散し、

きず、本当に残念でした。

も個人戦は 1000 名を超え、お断りす

楽しい一日を過ごせました。参加者は

るのが恒例になっていました。今回は、

19 人（会員 16 人、一般 3 人）でした。

しかし一件の事故もなく、冷たさ
や雨にも負けることなく、3km2 時間

団体戦に中学 49 チーム、高校 71 チー
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（東京ウォーキングクラブ・薗田）

都は都民要望に基づく具体的なスポーツ振興を−都民生活要求大行動
広範な都民団体と労働組合が共同して行う「都民生活要求
大行動」が今年も行われます。

心のスポーツ振興策についてはむしろ見解が後退する状況に
あり、都連盟として、具体的なスポーツ振興策を実現するた

都連盟は、実行委員会において７月末に集約した都民要求
の「スポーツ要求」として、東京都は、オリンピズムの根本

めの来年度の予算要求を通して、スポーツ振興行政の転換を
求める内容となっています。

原則に示された「すべての人がスポーツをする機会を与えら

要求事項は他に、スポーツ施設整備構想の策定、都内区市

れなければならない」という考え方を都のスポーツ振興施策

町村立施設への整備補助制度の創設、武蔵野の森建設予定施

の中心に据えること、特に東京都においては、公共スポーツ

設を都立スポーツ施設とすること、トップスポーツ選手・コー

施設の不足の事実を認めるべきことなどを要求しました。

チへの継続的支援の充実、体育協会等や「地域スポーツクラ

昨年の交渉では、都は東京においてスポーツ施設が不足し
ていることを認めず、スポーツ実施率の向上についても、
（施

ブ」に偏重しない公平なスポーツ団体支援、都立施設の使用
料の値下げなどを求めています。

設の不要な）ウォーキングやランニングがブームであること

都からは 10 月中旬までに文書によって回答される予定で、

に期待するという、スポーツ振興行政の役割を放棄する姿勢

10 月 26 日には、全団体参加で再質問を行います。
（編集部）

となっています。オリンピック招致を一方で掲げながら、肝

いよいよ大詰め！ 2016 年オリンピック競技大会の開催地は１０月２日に決定
〜オリンピック招致は抜本的に見直し、2016 年の招致立候補は撤回を
2005 年に東京都によるオリンピック招致が表明されて以

ク委員会やＩＯＣ委員に対して、都の招致は、都民批判が強

降、都連盟は、東京都の「招致」が抱える問題点について検

い再開発計画強行の手段とされており、目的に問題があるこ

証と指摘を行ってきました。０６年８月には、
「都民不在」の

となどを指摘する手紙を送付しています。

不適切、スポーツ振興が貧困な「無資格」などを都に申し入

２０１６年のオリンピック開催都市は、１０月１日から開催

れました。また、今年４月には、
「異議あり！ 2016 石原オリ

されるＩＯＣ総会において決定されます（決定は２日）
。
「異議

ンピック」集会を開催し、開催計画、招致活動は、スポーツ

あり！ 2016 石原オリンピック連絡会」は、ＩＯＣ総会が開催

施設が貧困で過密都市となっている東京において、都心部に

されるコペンハーゲンに代表団を派遣し、
ＩＯＣに対して直接、

競技施設を集中させる「無理」や、施設やインフラ整備、招

今回の「東京招致」を教訓にしたオリンピック運動の発展の

致活動にかかる経費を過小に見せる「ごまかし」を含んでい

問題について、意見交換を行う予定です。 （編集委員・井上）
※派遣募金をお願いしています！

ることなどを指摘してきました。６月には、各国のオリンピッ

都連盟理事会報告 第 5 回 8/10
18 人中 9 人参加
主な議題
・杉並区連盟・理事会の運営強化について

郵便振替 00110-4-147247

新日本スポーツ連盟東京都連盟ま

経過と予定

8/5,8/8 東京ＲＣ競技大会準備学習会（井上）

7/13 第４回理事会

8/6「OURSPORTS 東京」編集会議

7/18 全国スポーツ祭典実行委員会（第 4 回）

8/10 第５回理事会

7/21 ＦＳＧＴフット・ア・セット代表団来日準備会

8/12 東京自治フォーラム実行委員会（第 4 回）

・都民生活要求大行動

議（井上）

8/24 三役会議

・東京反核平和マラソン報告

7/23 東京反核平和マラソン実行委員会（第 4 回）

8/29,/30 サマースポーツセミナー（石川県）萩原、

・東京オリンピック・パラリンピック招致

7/24 都民生活要求大行動実行委員会（第 2 回）

井上、小林

7/27 三役会議

9/4「OURSPORTS 東京」編集会議

・サマースポーツセミナーの取り組み

7/30 異議あり！オリンピック連絡会（第 4 回）

9/8 関東ブロック会議

・
「OUR SPORTS 東京」発行について

7/30 オリンピック招致委員会訪問（異議あり！連絡

9/12 全国スポーツ祭典実行委員会（第 5 回）

会、萩原、井上）

9/14 第６回理事会

7/31 東京自治フォーラム実行委員会（第 3 回）

9/18 ＦＳＧＴフット・ア・セット代表団来日

委質問

・専従職員・臨時職員雇用と規定の作成に
ついて

8/1 第 14 回東京反核平和マラソン

区連盟の活動と運営を活発にし、地域

「招致委員会に申し入れと意見交換」

杉並区連盟は、各種目（卓球、バス

愛好者のスポーツ要求を実現する地域

７月３０日、
「異議あり！ 2016 石原オ

ケット、バレー、テニス、バドミントン）

連盟として強化することをめざしてい

リンピック連絡会」は都庁内の招致委員

の活動は独自に行われていますが、区

ます。８月６日には、各種目の役員に

会事務所において、東京オリンピック・

連盟としての運営は施設確保・区広報

呼びかけ、要求の集約、対区交渉（１２

パラリンピック招致委員会に対して質問

への掲載などを行っているのみとなっ

月をめどに）を行うことなどを確認し

を行いました。都連盟からは、萩原理事

ています。都連盟として、今期は杉並

ました。

長と井上事務局長が出席しました。
（井上）

「杉並区民に根差した連盟の強化を」
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都連盟スポーツカレンダー 2009 年９,10 月
テニス

卓球
・第 18 回全国卓球選手権大会

個人戦東京都予選

9/22,23（火・祝、水・祝）大森スポ−ツセンター
・第 7 回ラージボール大会 10/9（金） 東京武道館
・ハローレディース個人戦

9/6（日） 都立有明テニスの
9/13（日）

10/31（土） 駒沢屋内

9/21（月・祝） 稲城市総合体育館

・第 47 回北区スポーツ祭典硬式テニス女子ダブル
ス大会

9/13（日） 新河岸コート

・第 47 回北区スポーツ祭典硬式テニス男子ダブル

北区
・第 47 回北区スポーツ祭典３ダブルス卓球大会
10/4（日）十条台小体育館
中野区
・中野スポーツ祭典団体戦 9/26（土）中野体育館
練馬区
・第 27 回ペアマッチ卓球大会 10/17（土） 練馬
区立光が丘体育館

・第 47 回北区スポーツ祭典硬式テニス

・新宿ダブルス大会 9/21（月・祝） 新宿スポー
ツセンター
・世田谷卓球大会 9/23（水・祝） 世田谷体育館
大田区
・大田卓球大会 9/21（月・祝） 大森スポーツセ
ンター

・第 47 回北区スポーツ祭典バレーボール

練馬区
・第 21 回クラブ対抗団体戦

9/23（水・祝） 土

・多摩ペアマッチ大会 9/22（火・祝） 柴崎体育館

陸上

・第 41 回練馬スポーツ祭典ソフトテニス大会
・第 30 回秋のテニス教室

10/11，18，25

夏の

10/11，18，25

夏の雲テ

（東京スポーツ文化館 研修ルームＢ）

・秋季大会 10/18（日） 徳丸ヶ原公園テニスコート
・秋季レディース大会 10/26（土） 新河岸コート

祝） 上井草スポーツセンター

北区
・北区連盟リーグ戦

・テニス教室Ａ・Ｂコース第２期 9/28（月）

練馬区
・ 第 41 回 練 馬 ス ポ ー ツ 祭 典

・テニス教室Ｃ・Ｄコース第 3 期 9/3,10,17,24

10/11

ソフトボール
・第 47 回北区スポーツ祭典ソフトボール大会

サッカー

9/27（日） 中央公園野球場

・' ０９ミニサッカーフェスティバル

9/20（日）

ウォーキング

駒沢競技場

バドミントン
・第１回東京オープンバドミントン大会

（日）岩淵堤防土手

9/19

練馬区
・第 4 回練馬秋季バドミントン大会

10/4（日）

練馬区立総合体育館
板橋区

スキー

ブルス）

の集中ウォーク」

10/24（土）

その他の種目
・第 46 回東京スポーツ祭典空手競技大会
10/4（日） 東京武道館第 2 武道場
北区

・第４６回板橋スポーツ祭典バドミントン大会（ダ

・スキーセミナー 9/6（月） 新宿スポーツセンター

9/27（日） ＪＲ真鶴駅

集合

・関東ブロック交流会ウォーク「川崎市生田緑地へ

（土） 滝野川体育館

多摩川・国立ランニングコース

9/6,21,22,23、

北大泉野球場

北区

哲学堂テニスコート

・第 47 回北区スポーツ祭典マラソン大会 10/25

・月例多摩川ロードレース 9/13、10/11（日）

中央公園野球場、又

中野体育館

・真鶴半島を歩く

多摩地区

9/6,20

は新荒川大橋野球場

北区
・月例赤羽マラソン 9/27（日） 岩淵堤防土手

9/21（月・

野球

板橋区

中野体育館

・9 月度月例ランニング講習会 9/20（日） BumB

杉並区

ニスコート（12：00 〜 15：00）

・テニス教室Ｅ・Ｆコース第 2 期 9/10,17,24

（土） 国立霞ヶ丘競技場

・板橋レディースバレーボールオープンリーグ大会

・杉並スポーツ祭典バレーボール大会

雲テニスコート（9：00 〜 12：00）

東京大学検見川総合運動場
10/24

西浮間小体育館・十条中体育館

9/6、10/25（日・日） 赤塚体育館

高野台運動場テニスコート

・検見川ランニング教室 9/5 〜 6（土〜日）千葉・
・第４６回東京スポーツ祭典陸上競技大会

予選男

9/19、10/4 （土・日）滝野川体育館、

板橋区

支田庭球場

中野区

多摩地区

9/22（火・祝） Bumb・新座市民体育館

北区
子・女子

・連盟クラブ交流戦

世田谷区

団体戦大

10/4（日） 新河岸コート

10/18，25

新宿区

バレーボール
・第 46 回東京スポーツ祭典バレーボール大会ブロッ
ク予選

ス大会 9/23（水・祝） 新河岸コート
会

多摩地区
・第４６回東京スポーツ祭典多摩バドミントン大会

都立有明テニスの森公園テニスコート
北区

球技場

・第４７回中野スポーツ祭典バドミントン大会
10/18（日） 中野区立体育館

森公園テニスコート
・第 46 回東京スポーツ祭典テニス大会

10/28（水）東京体育

館メイン・サブ
・東京卓球協後期リーグ

中野区

・オータムオープン

9/26（土） 板橋区立上板橋体育館

・第 47 回北区スポーツ祭典太極拳初心者教室
9/7 〜 11/30

王子小体育館

編集後記
『ベイビーステップ（週刊少年マガジン連載）
』というテニス漫画にハマっている。ガリ勉・優等生の主人公が、ふ
としたことでテニスをやるようになり、１球１球メモをとるという緻密なプレイスタイルでどんどん上達していくと
いう物語だ。“ 根性・必殺技・友情 ” というスポ根漫画にありがちな要素がまったく見られない。「いかにテニスがう
まくなるか」だけに焦点を当てている。そこが面白い。
最近、テニスを教わる機会が何度かあり、初心者ながら「テニスって楽しい！」と思うようになってきた。１球打
つごとに新鮮な感覚。しかし『ベイビーステップ』の主人公のようになるには、メモをとらなきゃ …。
（編集委員・佐藤）
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