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核兵器廃絶と平和を求めて
都内をＲＵＮ！

　第 15 回東京反核平和マラソンが、

7月 24 日に開催されました。初めて

できた西コースは、杉並区役所を起点

に練馬区役所前、中野区役所前を経て

代々木公園までの 18 ｋｍのコースを

16 名のランナーがアピールランを行

いました。沿道から声援をくれる人、

遠く窓から手を振って応援してくれる

人が確実に増えており、反核・平和へ

の思いを共有できたことを実感する瞬

間です。

　その他、東コースは、第五福竜丸展

示館（夢の島公園）から江東区役所、

中央区役所、港区役所を経て代々木公

園まで 18 ｋｍ、南コースは、大田区

役所から品川区役所、目黒区役所を経

て代々木公園のコースで 18 ｋｍ、北

コースは、北区役所、板橋区役所、豊

島区役所を経て代々木公園までの 16

ｋｍを走りました。

　ランナー総勢 92 名と給水や救護、

街頭宣伝を担当するアナウンサーなど

サポートスタッフは 100 名を越えて

います。

　代々木公園では、ランナーがゴール

したところで「反核平和スポーツマン

のつどい」が開かれ、平和の歌を歌い、

ランナーからのトークがあり、そして

冷たいビールがあり、走りぬいたラン

ナーを讃え、走らない人も含めて核兵

器廃絶と平和への思いを一つにした集

会となりました。

　集会では、7 月 27 日から 13 日間

をかけて 1500 ｋｍを駆け抜ける「東

京～広島～長崎 1500 ｋｍ反核平和マ

ラソン」へ参加するランナーが紹介さ

れ、並々ならぬ決意に会場からも大き

な声援が上がりました。

　後援してくれた自治体や応援メッ

セージをくれた知事さんや首長さん、

たくさんの労働組合や団体のみなさん

のご支援に感謝致します。

　やがて、この反核平和マラソンが大

きなうねりとなって、全国を駆け巡り、

「反核平和」の世論を盛り上げ、世界

から核兵器廃絶を実現する力となるよ

うに期待が集まっています。

（→ 2頁へつづく）

第15回東京反核平和マラソン

沿道からの声援を励みに
FINISH！

思い思いのゼッケンやタスキをつけて

街中を走る平和ランナー（上）

沿道の方々に手をふってアピールしな

がら走る（左上）

ランナーが走れるのは、給水スタッフ

のサポートがあってこそ（左）



Welcome to OUR SP☺RTS Club
北区バレーボール協議会

心地よく、楽しく汗がかけるミックスバレーボールチーム
×○クラブ（ばつまるくらぶ）

クラブ員数：約 35人
練習場所と時間：鳩ヶ谷市立桜町小学校（土曜日夜）
　　　　　　　　足立区淵江第一小学校（木曜日夜）

　×○クラブと申します。

　「ばつまる」と読み「エックスオー」ではありません。平

成８年に埼玉県鳩ヶ谷市のママさんバレーチームの選手、

監督、お手伝いおじさん（筆者）により７人で男女混合バレー

チームとして発足しました。当時はまだミックスバレーは

邪道扱いされていましたが、だんだんと仲間が増え、現在 4

チームが大会出場できるほどの人数になりました。

　ホームは鳩ヶ谷市と東京都足立区の 2体育館で、心地よ

い汗をかくことに精進しています。どこの老舗クラブでも

そうであるように大所帯ゆえに「決まり」もあります。

　まず、大原則が試合において「出場機会均等法」です。

スポーツである以上「勝ち」にこだわることは大事なこと

ですが、×○はそれ以上に打ち上げ時の全員の「今日は楽

しかったなあ」の一言の方が優先されます。

　練習においてもゲーム主体で、誰かが誰かを教えるとい

うことはありません。練習時の上下関係はない方がいいか

らです。

　この辺が長くクラブを続ける秘訣かもですね。勝負にそ

れほどこだわらないのですが、過去 2回ミックスバレー全

国大会に出場しています。遊びながら現役の頃のあこがれ

の「全国」を体験できるすばらしいチームです。　（篠田 保）

in 代々木公園

　参加したきっかけは様々で、「自分

の思いを行動に表したかったから」「走

ることを社会的なアピールにつなげる

機会として」「職場の仲間から誘われ、

昨年は６ｋｍしか走れなかったのでリ

ベンジ」等々が寄せられています。ま

た、「初めての西コースなのに、給水

体制はもちろん、激励、サポートは完

ぺき、只々感謝の一言」「地元のみな

さんの協力で、各給水ポイントで十分

な休憩が取れました。」などサポート

スタッフへの感謝の声も。来年は、もっ

とたくさんのランナーが参加されるよ

うにという期待も寄せられています。

　代々木公園の集いでは、反核平和

のうたを歌い、冷たいビールを飲ん

で、ランナーのトークに耳を傾けまし

たが、「新しく参加したランナーの声

がもっと聞きたかったし、しゃべりた

かった」「ゴールしたら、ビールでは

なくすぐに水が飲みたい」という苦言

も頂きました。大いに反省し、来年の

「反核平和マラソン」に生かしていき

ます。意見を寄せられた皆さん、あり

がとうございました。（編集委員 萩原）

「反核平和スポーツマンのつどい」
 来年はもうひとまわり大きく！

↑反核平和のうたを大合唱

↑東京～広島～長崎1500ｋｍ反核平和マラソ
ンを走るランナー紹介

2007年1月　年明けの練習にて



遠泳Bコース（5㎞）
初責任者として
「第 39 回東京海の教室」

東京都連盟
ＮＥＷＳ

隊列も終始崩れず、個々がみんなのた

めにエンヤコラの掛け声をし、素晴ら

しい団結を感じた。つまらないぐらい

順調と言いたいほどに素晴らしい泳ぎ

だった。ところが海はそう簡単に私た

ちを上がらせる気はなかったらしく、

終盤に潮の流れに捕まり進めない時が

あり大変だった。だが、そこは、みん

なで乗り切り、全員でＢコースを完泳

することができた。脱落者も出ず、本

当に良かった。みなさん、本当におめ

でとうございます。　　　 （竹内大貴）

　いつも参加者に「エアコンのきかな

い体育館ですので、体調に十分気をつ

けて、試合に臨んでください」と注意

を訴えるあいさつから始まる、夏の「ペ

アマッチ大会」も 16回目になります。

　この種目は、2人でダブルスとシン

グルスの試合です。ダブルスでは 2人

の連帯、パートナーを思いやり、励ま

しあいながら試合を進め、シングルス

では日頃の練習で培った多くの技術を

十分に発揮できるよう、自分で試合を

組み立てていきます。

　当日の参加は 172 ペアで、男子、

女子 A・Bゾーン、女子ベテランに分

かれて熱戦が繰り広げられました。

　参加ペアのなかには、78 歳・75 歳

の大ベテランペア、親子ペア、兄弟ペ

アなど多彩で、特に男子の部は若いペ

アが多く、活気あふれる試合の連続と

なりました。　（新宿卓球協・加藤行夫）

▼男子　①星野・竹内（宇宙卓球）②金・

菊地（88＃・クラブ愛）

▼女子 A　①太田・久松（ウイングス）

②古田・三戸（赤城台クラブ・個人）

▼女子 B　①庄子・藤田（WALLABYS）

②上原・岡本（卓研パートナー・シャンティ）

▼女子ベテラン　①宮内・小山（彩輝）

②中島・武石（月曜会）

　今年で 12 回目を迎えた「ナイター

陸上競技大会」は、参加者が 700 名

を超え盛況でした。特に長距離の参加

が多く、今回 5000 ｍは男子が 212

名で 6組、女子が 52 名で 2組のレー

スを行ないました。

　「ナイター陸上」という名の競技会は

あちこちで開催されていますが、それ

ぞれ特徴があります。例えば、7月 31

日に夢の島陸上競技場で行なわれた「ナ

イター陸上競技大会（北区陸協主催）」

は参加者が1500人、なかでも中高生

100ｍのエントリーが多いです。

　東京RCが主催する　「ナイター陸上」

は、長距離がレベルの高いレースとし

て、ランナーの間で注目されています。

今後も暑い時期に、日頃の練習の成果

を大いに活かせる競技会を進めていき

たいと思います。（東京RC・金子正芳談）

　

　8月 22 日、立川市・柴崎市民体育

館にて第 26 回関東ブロック 6人制男

女バレーボール大会が開催されまし

た。結果は以下の通りです。

▼男子　①BBJ.MARKET（神奈川）

②小見川クラブ（千葉）

▼女子　①東京春夏秋冬（東京）　②KA

KALOTTO（千葉）

BBJ.MARKET と
東京春夏秋冬が優勝

「関東ブロックバレーボール大会」

　今回の遠泳は天気に恵まれた。

　初日は曇りで、水温は低かったが、

海慣れをし、泳者のコンデションを

しっかり確認できた。

　二日目は私にとって収穫の多い日に

なった。まずは、小遠泳の時に潮の流

れに捕まってしまったこと。ジェット

スキーが通るエリア近くの危険な場所

で泳がせてしまうところだった。指導

責任者として指示を出すタイミングや

海の状態、場所の把握などの注意点を

本番前に気づくことができて良かった。

　もう一つの収穫は、参加者の意気込

みをしっかり感じとれたこと。始め

は、何人かが「海の教室は今年限りに

なっちゃうかもしれないから…」と言

うのが私にはいまいちピンと来なかっ

た。だがある参加者が「遠泳が終わっ

て家に帰ると一週間は海の教室の疲労

が取れなくって大変なの！でも、泳げ

ると、あ～、今年も完泳出来たし、仲

間の人にも会えたし…」と、海の教室

への思いをさらっと、まるで朝食のみ

そ汁を啜るように話してくれたのであ

る。その時に、なぜそんなことを言う

のかがわかった。そして「まぁ、友達

とお酒を飲むためにも来てるんだけど

ねっ！」と私を笑わせてくれるのであ

る。大人は本当にスゴィなぁと感じて

しまった一幕である。

　最終日の天気は晴れ、水温は温かい。

人気のペアマッチ団体戦
ハイレベルな試合
「新宿ペアマッチ卓球大会」

長距離レースが人気
「ナイター陸上競技大会」



高校バドミントンも

熱いぞ！

高校野球だけじゃない
　最近、出場生徒のお母さんから応
援に行きたいとの問合せが増えてい
る。今回は部活顧問の先生がＰＴＡ
のお母さんたちと一緒に生徒を応援
する姿があった。将来バドも高校野
球並みにヴォルテージが上がるかも。

出場希望校は
まだまだある高校生
オープン、将来は全国行事になって欲し
いね。高校野球みたいに全国放送も？で
きますよ。ン十年後は「日刊新スポ」と「新
日本放送局」ができているつもり。
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１部単複優勝の本多君（早大学院）
は打撃の瞬間のはじくような手首
の入れ方で、強烈なショットが出
る。高い打球には高い位置で、低
い打球には低い姿勢（イラスト）
で対応するのでミスが少ない。す
でに実業団なみの実力との評判。

大会結果
（会場：駒沢公園屋内球技場）

1部＝上級者　　2部＝中級者　　3部＝初級者　　4部＝初心者

7 月 22 日（木）

シングルス

▼男子

[1 部 ] ①本多朝暘（早大学院）②太田宗孝（早大学院）    

[2 部 ] ①井上博貴（早大学院）②小田雄太（大東学園）    

[3 部 ] ①山崎孝徳（土浦日大高）②牧村翔平（麻布高）    

[4 部 ] ①渡邉夏樹（上野学園）②安原　建（海城中）

▼女子

[1 部 ] ①正木彩祐美（国士舘）②木下恵理子（市立船橋）   

[2 部 ] ①中井優紀（Ｂ－ＪＯＹ）②上村歩美（京華商業）   

[3 部 ] ①中野萌子（上水高）②小栗舞香（上水高）    

[4 部 ] ①永山祐里（淑徳高）②野口奈津美（国士舘）

▼男子

[1部 ]①持田・本多（早大学院）②平井・坂田（市立船橋）

[2部 ]①栗原・原（実践学園）②名取・山本（実践学園）

[3部 ]①福島・矢田（実践学園）②山崎・大谷（土浦日大・霞ヶ浦）

[4部 ]①池内・谷合（実践学園）②斎藤・浅見（豊南高）

▼女子

[1・2部 ]①正木・満田（国士舘）②木下・金子（市立船橋）

[3部 ]①石井・高橋（市立船橋）②青木・中谷（市立船橋）

[4部 ]①後藤・池澤（瑞江中）②篠原・斉藤（瑞江中）

7 月 28 日（水）

ダブルス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７～８月は高校野球でにぎわう。野球
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は見て楽しめるスポーツだし、高校生の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひたむきな努力がいい。でもそれはバド
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ントンも同じ。バド協が年３回開く、高校生オー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プンは回を追うごとに大きくなり、今回（日程会場は下表）は 35校、のべ 420 名が
参加。高校野球に負けない盛り上がりを見せつつある。今回の運営当番は市立船橋
高校。この大会は東京近県からも参加できるから、普段当たらない対戦が楽しめる。
しかも近県はレベルが高い。市船の進行係の Kさんが試合の合間に上手に漫画を書
いていた。今回はＫさんのイラスト。



　国家人権委員会といえば、日本でい

えば文科省に相当する国家官僚を中心

としたメンバーですから、私たちス

ポーツ連盟としてもかしこまって懇談

に臨みました。これは、日本スポーツ

法学会の森川貞夫先生のご協力で実現

したものです。

　日本では、スポーツ界における暴力

問題や不祥事が後を絶たない状況です

が、韓国でも同じような問題が数多く

発生しているとのことです。そこで、

国家としてこうした問題に真正面から

取り組み、スポーツの人権に関するガ

イドラインを作成するという積極的な

対応の一環として、実態調査をするた

めに来日しました。暴力問題や人権問

題に真正面から取り組む姿勢は大いに

歓迎させるべきものですが、残念なが

ら日本では、そうした取り組みは、遅々

として進んでいませんので大いに見習

う必要がありそうです。

　一行は、文部省や体育協会などを訪

問しているそうですが、スポーツ連盟

を訪れて「一番中身の濃い懇談ができ

た」という感想をいただき、感動しま

した。

　また、人権委員会には非常に若い人

が多いということにも、驚かされまし

た。こうした国家的な事業を進めるた

めの調査団なのに、若くて生き生きし

ている様子。彼らなら必ず成し遂げる

だろうな。

　スポーツにおける暴力根絶や人権を

守る運動は、韓国が日本をリードする

ことは、間違いなさそうです。スポー

ツ連盟としても、こうした隣国の積極

的な活動を多いに広め、暴力問題や人

権問題を一層取り組まなければならな

いと思います。

　会談後は、食事の席を設けて、さら

にスポーツ問題について交流を深めま

した。韓国人権委員会のみなさんのご

活躍を心から期待しています。

（編集委員 萩原）

　残暑お見舞い申し上げます。
　本当に今年の夏は暑かった。クーラー無しではすごせない日々
が続き、日中街の中に出るのはうんざりだった。やれ熱中症だ
とか、温暖化のせいだとか議論もヒートアップした。
　スポーツの分野でもやはり様変わりした。以前は水をあまり
飲むなとか、休まずぶっ続けで練習するなど、今思うと随分乱
暴なことがまかり通っていた。今は、冷房の効いた体育館が増え、
真夏でも涼しく競技することができるようになった。

　しかし、屋外競技の野球やサッカーなどは今でも大変である。
8月のはじめに河川敷のグラウンドで行なわれた野球の試合を
観戦したが、プレーをしている選手より、主審の方は本当に大
変だと思った。重いプロテクターを身につけて、そして１球1
球集中してボールを追わなければいけないのである。何とか屋
外でももっと涼しく行なえるような工夫はないものだろうか。
夏はやはり水と戯れるのが一番自然なのかなあと思う今年の夏
の暑さだった。　　　　　　　　　　　　　　（編集委員 北川）

都連盟理事会報告 第 17 回　8/9
18 名中　9 名出席

１．第 15回東京反核平和マラソンが成功裏に終了
　被爆 65 年の節目の反核平和マラソンは、広島、長崎へ向けた 1500 ｋｍ反核

平和マラソンと共に、第 15 回東京反核平和マラソンが東西南北のコースから、

東京都内を駆けめぐり、都民へのアピールをやりとおしました。４コースのラン

ナー 92名が、たくさんのサポーターに支えられて代々木公園をめざして、アピー

ルランを敢行しました。定点給水、救護、アナウンス、つどいの準備等々にご協

力いただきました、種目組織と全地域組織のみなさん、ご協力ありがとうござい

ました。

２．第 28回全国スポーツ祭典「開幕のつどい」
　10月８日（金）北区赤羽会館小ホールで開催します。全国スポーツ祭典が関東

エリアで開催されるのは、８年ぶりのこと。東京都連盟、神奈川県連盟、千葉県連盟、

埼玉県連盟の各種目組織の方々、地域組織の方々が一致協力して全国祭典を成功

させる団結の催しとなりますので、東京都連盟からも 40 人くらいの方がご参集

いただけるようにお願い致します。

３．都連盟の定期総会は、2011 年３月 12 日（土）に池袋で開催します
　各地域組織、種目組織では、この２年間の活動をまとめて下さい。「柔軟で大胆

なスポーツの組織化」を実践し、大きくなった組織をもって、定期総会を迎えた

いですね。付随して、１月 22日（土）には、評議員会も開催致します。

経過と予定

↓懇談の様子

韓国国家人権委員会が
スポーツ連盟を訪問

7/10　ナイター陸上競技大会で、負傷の報告（43

歳男性 右足首剥離骨折）　

7/15　ラージボール卓球大会（150 名）

7/17　東京ウォーキング月例会＆総会（17名）

7/24　第 15 回東京反核平和マラソン・反核平和

スポーツマンのつどい（ランナー 92 名・つどい

約 140 名）

7/25　板橋レディースバレーボール大会

7/27　被爆65年東京～広島～長崎1500ｋｍ出発

7/28　東京ＲＣ運営委員会

7/31　多摩バドミントン大会（57チーム、300 名）

7/30-8/1　東京海の教室（参加者22名、スタッフ8名）

8/3　 都民生活要求大行動実行委員会（第２回）

（要求書提出）→回答日 10/8　交渉日 10/29

8/19　中高生卓球大会（東京体育館）中学団体戦

8/23　中高生卓球大会（泉体育館）

8/24　種目組織交流会議（都連盟事務所）

8/26　地域組織交流会議（都連盟事務所）

8/28　全国スポーツ祭典実行委員会（南部労政会館）

～～編集後記～～　



期日 行事名 会場
9月11,12日 役員研修会 群馬・原町「コニファーいわびつ」

9月13日 ハッピーカルテット 東京体育館

10月27日 第10回ラージボール 東京武道館

9月19，20日 検見川ランニング教室 東大検見川グラウンド

10月2日 東京スポーツ祭典陸上大会 国立競技場

東京スポーツ祭典東部ブロック予選 未定

10月17日 同決勝大会 ＢｕmＢ

10月3日 オータム 有明テニスコート

10月10日 オータム 有明テニスコート

10月24日 オープン大会 駒沢軟式野球場

11月14日 オープン大会 駒沢軟式野球場

9月毎週日曜日 スポーツ祭典 駒沢公園

10月毎週日曜日 スポーツ祭典 駒沢公園

10月11日 第2回東京オープン 駒沢屋内球技場

10月23日 スポーツ祭典 荒川総合スポーツセンター

9月5日 スキーセミナー

9月25日,26日 ブラシスキー

10月2,3日 テニス交流 山中湖

10月17日 指導員養成座学

10月31日 クラブ交流平和駅伝

9月25日 例会 品川～池上を歩く

10月9日 関東ブロックプレスポーツ祭典 横濱堪能ウォーキング

10月17日 例会 浮間舟渡

10月31日 オプション例会 新逗子～鎌倉

期日 行事名 会場
1 北区連盟

バレー 9月19日 祭典バレーボール大会（決勝大会） 西浮間小体育館

ミックスバレーボール 10月3日 祭典ミックスバレーボール 西浮間小体育館

10月17日 祭典ミックスバレーボール 桐ヶ丘体育館 西浮間小体育館

ウオーキング9

都種目組織

地域連盟・地域組織

スポーツカレンダー「9月・10月」

ランニング2

卓球1

7 バドミントン

3 バレーボール

スキー

4

6

8

サッカー

テニス

野球5

10月17日 祭典ミックスバレーボール 桐ヶ丘体育館、西浮間小体育館

10月30日 祭典ミックスバレーボール

卓球 10月3日 祭典３Ｄ大会 十条台小学校体育館

9月12日 祭典ダブルス大会 新河岸川コート

9月23日 祭典ダブルス大会 新河岸川コート

テニス 10月3日 祭典団体戦 新河岸川コート

9月23日 祭典男子ダブルス大会 桐ヶ丘体育館コート

10月5日 祭典団体戦 新河岸川コート

ランニング 9月26日 赤羽マラソン 岩淵堤防土手

10月24日 マラソン大会 岩淵堤防土手

ソフトボール 9月26日 スポーツ祭典 中央公園野球場

太極拳初心者教室 9/6～11月毎月曜日 祭典初心者教室 王子小体育館

2 練馬区連盟
テニス 9月5,23日 クラブ対抗団体戦 夏の雲庭球場，土支田

10月10,17,24,31日 秋のテニス教室 夏の雲庭球場

卓球 10月16日 ペアマッチ大会 光ヶ丘体育館

バドミントン 10月9日 秋季大会 光ヶ丘体育館

野球 9月5，12，19，26日 練馬スポーツ祭典 北大泉野球場

10月3日

3 板橋区連盟
テニス 10月31日 秋季男子ダブルス大会 新河岸川コート

卓球 10月23日 ペアマッチ 上板橋体育館

レディスバレー 9月5日,10月10日 リーグ戦 赤塚体育館

ＭＩＸバレー 9月15日 リーグ戦 赤塚体育館

野球 9月5,12,19,26日 リーグ戦 小豆沢、戸田、大宮健保

10月17,31日 リーグ戦 小豆沢、戸田

4 中野区連盟
卓球 9月23日 祭典団体戦 中野体育館

バドミントン 10月26日 中野オープン 中野体育館

テニス 9月5日 祭典 哲学堂テニスコート

ソフトボール 9月26日,10月3日 祭典 上高田野球場

5 杉並区連盟
卓球 10月31日 祭典・ダブルス大会 上井草スポーツセンター

バレーボール 10月2日 祭典 荻窪体育館

新宿連盟6 新宿連盟
卓球 9月20日 トリオマッチ 新宿スポーツセンター

7 多摩地区
卓球 10月22日 レディース３ダブルス団体 立川・泉体育館
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