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7月 28日（土）反核の夏へ！！ 

第 1回反核平和マラソン実行委員会開催 

今年も 7 月 28 日（土）に第 17

回反核平和マラソンが開催される。

それに先立ち 4月 20日（金）にコ

ア池袋（豊島区民センター）にて第

1 回目の反核平和マラソン実行委

員会が開催され地域連盟や種目組

織の代表者 17名が出席した。 

共通のスローガンは「核兵器廃絶」

「戦争反対」「原発依存からエネル

ギー政策の転換を」とし、東日本大

震災の復興支援の輪も広げること

で一致した。今回も東（第五福竜丸

展示館～江東区役所～中央区役所

～港区役所～代々木公園）、西（杉

並区役所～練馬区役所～中野区役

所～代々木公園）、南（大田区役～

品川区役所～目黒区役所～代々木

公園）、北（北区役所～板橋区役所

～豊島区役所～新宿区役所～代々

木公園）の各コースに分かれ、沿道

の人々にスローガンをアピールし

てゴールの代々木公園を目指す。 

今回新たな取り組みとして、もっ

と気軽により多くの人たちに反核

平和マラソンに参加してもらいた

いとの思いからショートコースを

設定することが決まった。今までも

途中区間のみの参加も OKと呼びか

けていたが途中からは、入りづらい

傾向だった。ショートコース設定で

全区間は時間的体力的に厳しいと

いった人たちにも参加しやすくし、

反核平和マラソンを盛り上げてい

く。コースの設定や受付方法等詳細

は都連盟事務局や実行委員会でつ

めていく。他の議題では原発ゼロを

運動として訴えるか否かで活発な

意見が飛び交い、「原発ゼロ」では

なく「エネルギー政策の転換を」と

の緩やかな表現で呼びかけること

で一致した（１面後半関連記事）。 

本年のチラシは下記の図案が委

員会で承認され、ゼッケンについて

は委員会での意見を取り入れ加筆

修正の後、次回確定する。 

OURSPORTS をご覧の皆さまにも

是非参加して頂き核兵器廃絶や平

和を訴え、また震災からの復興支援、

そして原発依存からエネルギー政

策の転換に向けての大きな流れを

共に作りましょう。お問い合わせ、

お申し込みは東京都連盟事務局ま

でお願いします。 

～原発ゼロ活動の問題～ 

今回実行委員会では反核平和マ

ラソンの活動の中で「原発ゼロ」を

訴えるかとのことで沢山の意見が

述べられた。この原発問題は今の日

本が抱えている課題の縮図のよう

に感じられた。多くの委員からはゼ

ロとの表現は政治的、信条的に極端

すぎるとの発言が相次いだ。原発の

経済効果に頼って生活しておられ

る方々も多くいることもまた現実

である。また地方自治体からも政治

的判断が発生してしまう為、後援が

できないまたは、消極的になってし

まうというところが実際にあった。

3.11 以来、原発は危険なものとの

世論意識は高まっているが、それに

代わるものが無い現在、今はエネル

ギー政策の転換を訴え、ゆくゆくは

連盟一丸となり原発ゼロを日本の

みならず全世界に発信できるよう

今後の運動につなげていきたい。

（宮内） 
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  3 月 25日～26日と３月 27 日～28 日に掛け、「春休

み子どもスキーin八幡平・蔵王」として、全国勤労者ス

キー協議会主催のもと、宮城県、岩手県で地震、津波に

よって被災した家族の親子を対象に行われました。全国

勤労者スキー協議会をはじめ、東京、埼玉、長野、北海

道、青森の各県から、そして現地ボランティアスタッフ

の参加を得て開催しました。参加者数は蔵王では総勢

156名、八幡平では総勢 31 名となりました。当日天候が不安定で雷が鳴ったりしていましたが、参加した子ど

もたちからは、「楽しかった！」「また滑りたい！」「先生が優しく教えてくれた！」など、喜びの声もたく

さん届きました。この、子ども達の声や今回の行事に寄せられたご意見や反省点を踏まえ、来年度以降は宮古、

大船渡、陸前高田地区の子どもたちへの支援も考えています。東日本大震災から 1 年を経過しましたが被災地

はまだまだ復興が思うように進んでおりません。今後も引き続き皆さんのご支援ご協力をお願いします。 

 

  ４月３日（火）に東京体育館にて中高生卓球大会が行

われました。選手たちは間もなく始まる本番に向けて、お

もいおもいの練習を行い、身体が温まってきたころ試合開始となりました。こ

の日は Bクラスの大会で初心・初級者で試合経験の少ない選手が中心とのこと

でしたが、中には本当に初級者なの？という選手もいました。中学生の試合で

は、他のチームメイトの応援に行ってしまい試合が進まなくなってしまうコー

トがありましたが、役員さんが場内を巡回し、進行が遅れているコートを見つ

けると放送で呼び掛けて試合進行を行っていました。しかし、ようやく総当り

戦が終わりかけたころ、この日の天気は台風並みの空模様となってしまい、残

念ながら午後からの試合は中止となりましたが、悪天候にも負けないくらいの

若い力が漲っていたそんな大会でした。（細野） 

 

 

 

 ４月１５日（日）に毎年恒例の「ふれあい赤羽駅伝」（主管：北区連盟）が

開催されました。前々日からの荒れ模様の天気から一転、春の心地よい日差し

と清々しい空気に土手沿いに敷きつめられた見ごろを迎えた芝さくらが甘い

香りとともに華を添える中、174チーム合計 696名が荒川河川敷 21.0975kmの

4区間でチームの襷をつなぎました。男子の部 1位は「さいたま市陸協」タイ

ム１時間１０分３１秒、女子の部 1位は「青春ランナーズ A」タイム１時間２

５分３０秒、特別賞のふれあえたで賞にはユニークなコスチュームで大会を盛り上げた「麦酒倶楽部」の皆さ

んが受賞しました。東京以外の遠方から参加というチームも多く、「楽しかっ

た」「また来年も参加したい」との声も多く聞くこともできました。チーム一

丸となってゴールを目指し、それぞれの達成感と思い出を胸に参加選手の皆さ

んは会場をあとにしました。今大会では幸い事故や負傷する選手もなく運営面

でも無事終えることができました。また会場で東日本大震災復興支援募金も行

われ参加者や関係者から 40,326円の温かい支援が集まりました。（宮内） 

麦酒倶楽部の皆さん 

青空のもとに上級者から初心者まで思い思いに！！～ふれあい赤羽駅伝～ 
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来たる、5月 27日（日）に板橋区連盟主催『ペア＆チーム・ボーリング交流大会』

が開催されます。大人から子供まで、一人でも二人でも誰でも参加できるこの企画。

種目、地域組織の垣根を越えて交流を深める良い機会ですので、みなさん是非参加

してみてくださいね！募集人数は 60 人 30 ペア。場所はトミコシ高島平ボウル（都

営地下鉄三田線「西台」駅前トミコシ会館 3F）に

て、15時 30分集合受付、16時より競技開始。受付締切は 5月 18日（金）ま

でとなっておりますが、当日飛入り参加も大歓迎です！詳細については板橋

区連盟事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

６月１６日（土）１３時より、豊島区東部区民

事務所第３集会室にて、和食昭夫全国連盟理事長

を講師に迎え、スポーツ基本法の活用についての

学習会を行います。平成２３年６月から約５０年ぶりに

「スポーツ振興法」が全面改正され、「スポーツ基本法」

という新しい法律に生まれ変わりました。このスポーツ

基本法の基礎知識からスポーツ愛好家のみんなさんにと

ってどのように働く法律なのか？など、和食全国連盟理

事長よりその本質について解り易く丁寧に説明して頂け

ます。定員は６０名。スポーツ連盟関係者であればどな

たでも受講頂けますので、奮ってご参加ください。 

都連盟理事会報告   

2012年 4月 9日（月）都連盟会議室 出席：18名中 12 名専従職員 2名 計 14 名 

●第 17回東京反核平和マラソン・・新宿区役所から昨年同様庁舎前で

給水の許可を頂けている状況など報告された。4月 20日には第一回実

行委員会を豊島区民センターにて開催。 

●チームゲーム立て直し・・バレーは 6月 9日を皮きりに都連盟がサ

ポートし大会を再開するため、チームへ案内を送付。 

●板橋区連盟から、「カポエイラ」という格闘技とダンスを融合させ

たスポーツを新しい種目として活動を進めるために、活動推進基金の

要請があり全会一致で承認。 

●東北復興支援グッズ・・「消せるボールペン」は予約を含め 8,000

本まで拡大しているとの報告。 

●スポーツ基本法の学習会並びに評議員会が６月１６日（土）１３時

～豊島区東部区民事務所にて開催。 

次回理事会は 5月 14日（月）に開催します。 

第一回東京・板橋ボーリング大会（主催：板橋区連盟 共済：東京都連盟）  

 

★最近の活動と今後の予定 

3/17 東京ウォーキング例会 

3/25 東京水泳協議会総会 

3/25-29  春の子どもスキー教

室 

3/26-29 高校生バドミントン大

会 

3/29～4/3 中高生卓球大会 

4/2、4 自治研集会実行委員会 

4/5 都民連世話人会 

4/7 春季陸上競技大会 

4/14-15 第一回全国理事会 

4/15 第 37回ふれあい赤羽駅伝 

4/18 オリンピック問題懇談会 

（自由法曹団とスポーツ連盟） 

お申込先 FAX 03-3958-2756 板橋区連盟事務局 

お問合先 TEL 090-2231-4135（聞間）まで 

 

 ス ポ ー ツ 基 本 法 学 習 会 
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東京都連盟スポーツカレンダー 2012年 6～7月 
 

卓球                     

・ハローレディース年代別シングルス 

6/28（木）東京体育館メイン・サブア

リーナ 

・2012年前期リーグ 男子 5部 

  7/7（土）川崎とどろきアリーナ 

・全国スポーツ祭典予選女子年代別団 

体戦 

7/7（土）江東区スポーツ会館 

・全国スポーツ祭典予選女子一般 

・男子年代別団体 

7/21（土）上板橋体育館 

・全国スポーツ祭典予選一般男子団体 

7/29（日）大森スポーツセンター 

■世田谷区   

・第 50回世田谷オープン大会（女子 3D） 

  6/13（水）世田谷総合運動場体育館 

■杉並区   

・杉並ミックス（杉並クローズ） 

6/24（日）高円寺体育館 

・杉並ジュニア大会 

  7/27（金）高円寺体育館 

■中野区  

・中野ダブルス・ミックスダブルス 

  6/24中野体育館 

・中野スリーダブルス 

 7/16（祝）中野体育館 

■練馬区   

・年令別夏季卓球大会 

6/10（日）大泉学園町体育館 

■北区     

・第３７回北区春季シングルス大会 

6/17（日）堀船小学校体育館 

陸上                     

・月例多摩川ロードレース 

 6/10（日）国立市栄河川敷 

 7/8（日）国立市栄河川敷 

・月例赤羽マラソン 

6/24（日）荒川河川敷 

7/22（日）荒川河川敷 

・ナイター陸上 

7/7（土）夢の島競技場 

・第 17回東京反核平和マラソン 

 7/28（土）代々木公園他 

テニス                    

■北区     

・第 37回春季硬式テニス団体戦大会 

6/10（日）新河岸川コート 

・第 37回春季硬式テニスダブルス大会 

6/24（日）桐ヶ丘体育館 

■練馬区   

・第 44回練馬スポーツ祭典 

  7/28（土）、7/29（日）区立土支田

コート 

バドミントン                

・第８回関東オープン大会団体戦 

6/30（土）大森スポーツセンター 

■板橋区   

・板橋スポーツ祭春季 

6/17（日）東板橋体育館 

ウォーキング               

・第 102回例会 南沢あじさい山へ 

 6/17（日）JR武蔵野線五日市駅 

9時 45分集合 

・第 103回例会ウォーク＆クラブ定期 

総会 

7/21（土）西武新宿線新井薬師駅 

9時 45分集合 

5/7（月）港区～川崎区役所 

・大泉学園･保谷の街を歩く 

・第 17回東京反核平和マラソン 

  7/28（土）代々木公園他 

 

 

水泳                     

■中野区   

・第５０回中野スポーツ祭典水泳記録大会 

6/3（日）鷺宮体育館プール 

バレーボール                                

・関東大会予選男女オープン大会 

6/9（土）大宮体育館 

・第 28回関東ブロック 6人制大会 

 7/15（日）神奈川県立体育センター 

■北区    

・第 37回春季ミックスバレーボール大会 

6/3（日）堀船小学校体育館・西浮間 

小学校体育館 

7/1（日）、7/15（日）船堀小学校体 

育館、 

王子桜中体育館 

・第 37回春季小学生バレーボール大会 

7/15（日）十条台小体育館 

ソフトボール               

■北区     

・第 37回春季ソフトボール大会 

6/24中央公園野球場 

 

～ 編 集 後 記 ～ 

 

スポーツをするのに最

適な季節になりました。

私は室内競技なので、

屋外で季節を感じながら

スポーツを楽しむというこ

とはルールや既成概念

にしばられないいいもの

と思います。全国連盟総

会で報告のあった新潟

県卓球協議会の雪上卓

球大会は新鮮でした。  

（小林） 
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